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弊社は本年9月1日をもって創立50周年を迎えま

した。ここにこの記念活動の一環としてテクニカル

ニュースの記念号を発刊することといたしました。

昭和 25年に古河電工から分離・独立以来 50年が

経過したことになりますが、この間事業を支えてい

ただいたのは長く弊社製品をご愛顧頂いた顧客の皆

さま、株主各位のご支援、そして多数の先輩を含む

従業員の努力の賜物と、この場を借りて厚く御礼申

し上げます。

古河電工時代に遡って電池との係わり合いを調べ

て見ますと、古河電工が電池の研究を開始したのは

明治44年（1911年）、尼ヶ崎で初めて電池の製造を

したのは大正3年（1914年）ですので、以来87年に

わたって電池事業に携わってきたことになります。

また、現在本社のある横浜保土ケ谷での電池の生産

開始は昭和 13年（1938年）でした。このような長

い前史を含めて弊社は今日に至るまで、自動車用・

産業用電池を中心に技術と製造実績を蓄積して参り

ました。

古河電池として独立した以降も、業界に先駆ける

各種電池技術の開発に努め、また製造面では昭和45

年に今市工場、昭和 53年にはいわき工場をそれぞ

れ立ち上げ、最終的には昭和 61年に横浜工場を撤

収して現在の2工場体制の基礎が固まったのであり

ます。海外では現在タイのサイアム・フルカワ社並

びにパキスタンのオートモーティブバッテリー社で

自動車用電池事業の経営に携わっています。

一方、この間、昭和 28年には大和電業の株式を

取得して電源システム事業への足がかりを得、また

昭和 30年代前半からアルカリ電池の製造に着手す

ることによって現在の主力事業の根幹が定まったと

言えます。

創立当初の生産規模は年間鉛量で約1,000トン強

の生産であったようです。現在は約38,000トンです

から 38倍の大きさになったことになります。しか

し、この間に電池の軽量化、小型化が大変に進みま

したので個数ベースではこれをはるかに上回る成長

を遂げてきたものと想定されます。とは言いながら

も昭和25年頃の国内の自動車生産台数は僅か7,000

台程度であったという記録もあり、現在に至るまで

の自動車産業の目覚しい変化に十分に対応できたも

のとは言えません。今日に至るまでの弊社の道程は

決して平坦なものではなく、何度かの厳しい局面を

乗り越えてきたものであります。

さて、弊社は昨年度当初より改めて自動車用、産

業用を主体とした蓄電池事業、電源システム事業、

そしてアルカリ特機事業という原点に立ち返って経

営の立て直しを進め、その結果お蔭様で今年の3月

期決算では大幅な黒字を計上し、当初の見込みより

も早く累積損失を解消することが出来ました。今年

度に入りましても各々の分野で新しい拡大の芽を見

出しつつあります。しかし、どの分野を取りまして

も市場での競争はきわめて厳しく、この中で十分な

収益力を確保して行くには、従来にも増した工夫と

努力が必要であると思っております。小容量ニッケ

ル水素電池からは撤退いたしましたが、ここで培わ

れました技術は今後の事業の中で再び花開く機会が

得られるものと期待しています。

私どもメーカーのお客様への対応には“ＱＣＤ”

が必要だといわれております。Ｑ：QUALITY、
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C：COSTの重要性は言うまでもありません。この

点で市場から評価頂けないようであれば、市場から

の撤退を迫られても仕方がありません。製造部門、

技術部門だけでなく、注文を頂いた瞬間から商品が

お客様の手元に届くまでのすべての局面での品質・

コスト・サービスの改善努力を追及して参ります。

もう一つのＤについては従来はDELIVERYのＤと

言われてましたが、私はDEVELOPMENTのＤと認

識しております。お客様の関心、市場のニーズは常

に新しい価値を付加した、価格の安い商品へと向か

っており、このような変化に対応できるスピードを

持った開発力が、メーカーを支える力の中でももっ

とも必要とされているものと思います。今後とも弊

社の各事業部技術部門、開発部門を挙げて開発力の

強化に最大のウェイトを置いていきます。

21世紀を目前にして今、私たちは新たな大きな技

術の発展期を迎えようとしている、といわれていま

す。その中心は人類の永続的発展の基礎を築く環境

調和技術の展開と情報通信技術の進展による IT分

野の発展です。このいずれもが電池事業と深い係わ

りを持っており、弊社の開発課題は無限に広がって

いる感があります。

このうち環境調和の問題は、環境汚染や資源の食

い潰しによる枯渇といった負の遺産を、私たちの子

や孫の世代に残さないことであり、現在に生きる私

たちの大きな責務であります。具体的には省エネ、

自然エネルギーの有効活用、そして使用済み資源の

有効利用といった課題がありますが、現状を俯瞰し

ますとまだまだ負の遺産の積み増しの方が先行し、

課題の解決の一部にようやく手がかりを得始めたと

いう段階のように思われます。

弊社の事業との関連で見ますと例えば自動車にお

いては省エネに向けた様々の努力が、今後ますます

重要になってくると思われます。また電力・エネル

ギー技術で言いますと、太陽光や風力エネルギーの

有効な利用と、それによる電源の分散化についても

ようやく開発の端緒を開いた段階といえます。そし

てこれらの開発の一つのキーテクノロジーが、電池

であることは明らかです。弊社としては電池を使っ

たエネルギーの「パワーアシスト」、「回生」、「貯蔵」

に向けた開発課題を、もっとも優先度の高い課題と

して取り組んで行きます。

電池の素材の観点から見ますと、鉛は素材価格が

安定し低廉であることと、電池としてはほぼ100％

回収システムが完備していることから、これからも

重要な素材として位置付けられるものと思います。

鉛電池については多くの開発課題が達成されてきま

したが、更なる新たな重要な課題があり、今後とも

注目し続ける必要があります。

一方，IT分野としては、インフラとしてのバック

アップの高信頼化の要求は高まるばかりでありま

す。小容量電池の分野では、ニッケル水素電池やリ

チウムイオン電池が、その高機能性からモバイル機

器の世界を一新しました。今後はこれらの持つ高機

能性をいかにコストとの折り合いをつけて自動車な

どの分野に展開して行くかが課題であり、弊社とし

ても積極的に取り組んでいく所存です。

更に、電池周辺並びに電源機器の開発、そしてそ

れらを含むシステム開発への取り組みが重要であり

ます。特に情報ネットワークに対応した電源システ

ムには、これまでの蓄積を含め出来るだけの力をか

けていきます。

このような視点からこの記念号の準備を進めてま

いりましたところ、元ベル研究所のフィーダー博士

から「鉛電池の50年」、東京都立大の清水助教授か

ら「太陽電池発電システムの発電動作点制御回路」

という電池の過去から未来を展望する2本の貴重な

外部寄稿を頂戴することができました。是非、皆様

のご参考にご一読頂きたいものと思います。また，

社内の報文につきましても、弊社の開発課題を十分

に念頭に置いたものをご提供することが出来たと思

います。多くの皆様のご意見ご批判を頂ければ幸い

でございます。

以上の通り、弊社は引き続き市場のニーズに密着

した技術開発に努めて参りますので、皆様のご指導、

ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
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鉛電池の50年―――米国テレコム用据置鉛蓄電池の経験と課題

1950-THE YEAR IT ALL BEGAN
50 YEARS OF LEARNING HOW TO LIVE WITH EACH NEW GENERATION OF

LEAD ACID STANDBY BATTERIES

著者のDr.David.O.Federは60年代からAT&T（現

Lucent Technologies）社ベル研究所で鉛電池開発に

関わり，その後EESS社の社長として現在もこの分

野の指導的立場にある｡著者の経験を中心にテレコ

ム用電池の発展の経緯と技術課題を総括している｡

この論文の要旨は以下の通りである。

1．1950年は，Pb-Ca合金がPb-Sb合金に代わり本格

採用された年である｡現在の制御弁式電池（VRLA）

の前史である液式電池を含めて，この50年間に起

こった重要な技術革新が米国ベルシステムで定着

するには大規模に組織されたフィールドスタディ

ーやメーカーとの共同作業と共に試行錯誤を伴う

基礎的技術解明が不可欠であった｡

2．Pb-Ca合金の導入（電槽のプラスチック化なども

同時進行）に伴う大混乱を解消し，長寿命の信頼

性を確立するのには 20余年の歳月を要した｡この

間に得られたPb合金の腐食やグロスの知見は今

も有用であり，また今日では周知のTafelプロッ

トの電池電極反応への適応もこの時が始まりと言

う｡ベル研究所設計の傘型格子円筒セルは 30年以

上たった現在も稼動しており，鉛電池の信頼性の

高さを物語っている｡

3．据置電源の理想であるシール電池の代案として

VRLAが登場したのは，Pb-Caの液式電池が落ち

着いた 80年前後である｡電解液はガラスファイバ

ーマットに吸収させて固定化した｡たとえ100%酸

素再結合反応したとしても，正極腐食とバランス

した負極の水素発生は不可避であり，逆止弁付き

のVRLAとなった｡

4．液枯れ，弁故障，熱逸走，負極ストラップ腐食

などの新たな故障モードと共に，フロート充電運

転のままで電池容量を計れないことが現場の問題

であった｡コンダクタンス/インピーダンス法を用

いた数万個電池規模のフィールドスタディーが90

年代に行われた｡同様の調査は欧州でも行われた｡

コンダクタンス/インピーダンス法と放電法の高

い相関性が確認され，容量低下と共に内部抵抗は

増加した｡但し，これらの調査を通じて明らかに

なったことは，非常に高い確率で 3年位の短期間

から容量不足が起ると言うショッキングな事実で

あった｡

5．VRLAの早期容量低下の原因究明が本格化して未

だ数年である｡負極からの水素発生の精密測定な

どが始まり，｢水素バランス｣（正極腐食と負極自

己放電）の重要性とVRLAの核心についての理解

が進んだ｡

6．今日，材料技術の進歩と上記の知見に基づく長

寿命化技術が複数開発されている｡また，屋外使

用の普及は本格的なモニタリング技術の開発動因

ともなっている｡IT時代を支えるインフラの 1つ

として据置電池の長寿命高信頼性技術は益々重要

となっている｡

DAVID O. FEDER, Ph.D.
PRESIDENT

ELECTROCHEMICAL ENERGY STORAGE SYSTEMS, INC.
MADISON, NEW JERSEY

USA

・著者略歴：米国コロンビア大学化学工学科卒業後，1954年AT&T社入社，ベル研究所で各種電池の設計開発に従事。1984年，Electrochemical Energy
Storage Systems, Inc. を設立し社長として米国内外技術指導の傍ら，INTELECなどの学会や各種の電池及びテレコム関連標準化委員会に，
また特に最近は，VRLAの「Ballanced Cell」の理論と応用，ベル系テレコム会社（複数）のリチウム据置電池検討委員会などに従事。



Abstract : This paper traces the Bell System’s 50 year

adventure with the problems and solutions resulting from

each new standby battery technology  introduced into

widespread System use. It describes the change from Pb-

Sb to Pb-Ca in 1950, and the 20-30 years of problems,

tests, research and development leading finally to a well

understood, reliable, long life flooded cell technology.

Then,  VRLA technology was introduced. 

The promises and realities of VRLA performance and

life are described. The search for a non-invasive technique

to characterize the “State of Health” of VRLA cells led to a

massive capacity/conductance correlation study. The

study involving >24,000 cells has validated the correlation

between conductance and other ohmic techniques and

VRLA capacity, as measured directly off float. It also led to

the realization that premature capacity aging was common

in the 2 US studies of > 40,000 cells and a Swedish study

of > 35,000 cells.

Again, problems have led to research and most recent

studies have developed a new “Balanced Cell” concept,

which appeared to explain some of the failures and led to

both simple, immediate solutions as well as more

complex, elegant solutions involving a new level of

material purity to prevent cell inbalance.

SO, IT WAS IN 1950 THAT THIS NEW ADVENTURE

BEGAN ! 

Background :

For more than half a century, prior to 1950, the Reserve

Battery Plant of the Bell System in the USA and Canada

consisted almost entirely of lead antimony flooded

stationary batteries. For the user, Pb-Sb batteries had the

advantage that simple measurement of cell voltage or

specific gravity could indicate “State of Charge” and often

“State of Health”.  These also provided one of the main

disadvantages, since these measurements required

maintenance work, often to be followed by additional

work for boost charges. The boost charge, besides

requiring maintenance effort, placed extra requirements

on the power supply system, in order to accommodate the

higher voltage of the boost mode and severe

requirements on the ventilation system, to insure the safe

removal of the explosive hydrogen as well as safe exhaust

of the toxic arsine and stibine evolved. 

What happened in 1950 ? 

In the USA and Canada, in 1950, the Bell System

introduced lead calcium technology into their  Central

Office standby reserve battery plants. After 30-40 years

experience with lead antimony batteries, this new lead

calcium technology was expected to significantly simplify

battery maintenance, provide a quantum jump in battery

life expectancy, reduce ventilation requirements and

remove potentially toxic gases from the battery rooms. 

With no antimony, self discharge was reduced and with

it the need for boost charging. This significantly reduced

the rate of water loss, ventilation requirements and there

were no toxic gases evolved. Further, since the Bell Labs

tests indicated that, with proper control of calcium

content, positive grid corrosion could be significantly

reduced, battery life must be longer. These first Pb-Ca

cells were sold as “25 Year Guaranteed Life”, with the end

of life criterion increased from the 75% of rated capacity

specified for Pb-Sb, to 90% of rated capacity for Pb-Ca

technology.

Surprises-1950 TO 1960 :

With any new technology, one must expect some

surprises. The first surprise came as the cells were first

introduced. Voltage variations went far beyond the limits

expected. In keeping with the maintenance requirements

for Pb-Sb, whole strings of batteries were removed, the

high and low  voltage cells were each segregated and

matched and reinstalled  as “matched strings” (this

practice was continued for at least 6 years). But the

voltage variations remained as wide as before the

matching. Manufacturing specifications were rewritten to

insure that trace amounts of antimony were not
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introduced into the Pb-Ca cells and to require several

weeks float, in the factory, for cell matching, before

acceptance. But it made no difference. It took literally

20 years before the float characteristics of the positive

and negative plates of Pb-Ca cells were sufficiently

understood to allow proper remedial action. The

technology which evolved, the introduction of reference

electrode measurements; the understanding of the Tafel

curve; the understanding of when the consequences of

voltage variations were significant and when they were

not, along with the techniques to make the proper

measurements are described in several of the references

cited [1,2,3].

Surprises-1960-1970:

In 1963, 13 years after the introduction of Pb-Ca

batteries into the Bell System, the author was placed in

charge of a department responsible for Bell System Lead

Acid Battery Development, Application and Use. In less

than two months, the first surprise came literally with a

“flash”, in the form of a rash of battery fires, at a

frequency and extensiveness previously unknown. We

quickly learned that a “new” element had crept into the

Bell System Battery Plants…. transparent plastic

battery jars replacing the older hard rubber jars. The

advantage of plastic jar transparency was compromised by

their stress sensitivity, causing cracks and leaks, which

led directly to battery fires fed by the jar composition

(with ingredients chemically similar to Napalm!). 

Fortunately, the key factors; positive grid and plate

growth stressing the brittle, flammable plastic, causing

cracks and acid leaks to a grounded metal rack or shelf

and the significance of voltage differential were

rapidly understood and emergency steps taken to

eliminate the possibilities, while the more difficult task  to

qualify new flame retardant materials. proceeded at a

more deliberate pace. We also realized that while the old

hard rubber jars could ignite  and burn slowly,  they rarely

cracked since they were far more flexible than the plastic,

but merely bulged from the stress of plate growth [4].

The second surprise arrived almost simultaneously

with the fires, but was fundamentally far more serious. A

series of actual capacity tests on about a dozen strings of

Pb-Ca batteries, by one of the Bell Companies, showed

poor capacity, well before the 25 year life expectancy. The

test results were confirmed by my engineers, resulting in

immediate action jointly among Bell Labs, AT&T all the

Bell Companies and Western Electric Organizations. This

collaboration produced a System-wide capacity testing

program, apportioned among the 21 Regional Bell

Companies. Both Pb-Ca and Pb-Sb cells, older than 5

years and from 180 to 1680 Ah were discharge  capacity

tested, directly off float, at the 5 hour discharge rate. The

numbers of cells to be tested were allocated on the basis

of the size of each of the Regional Bell companies. In all,

capacity data on more than 5000 cells were obtained, with

visual inspection conditions noted on approximately

100,000 cells. The capacity data are shown in Figure 1 and 

Table 1, below[5]:

Table 1 shows the capacity measured for 3146 cells

rated at 1680 Ah, after 5 to 15 years of service. It indicated

significant capacity failures. It also showed that all

vendors were not equal! Results also showed that

adherence to the newly introduced end of life failure
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criterion of 90% would require a massive replacement

program. Bell Labs and AT&T immediately re-introduced

the 75% end of life criterion, which had been the

traditional value for Pb-Sb cells! (This was subsequently

adjusted to 80%)

Fig. 1 showed graphically how the cells aged.  It clearly

shows that the “Marketing Claim” of 25 year life would

not be achieved by any of the designs tested. A 15 year

projected life was far more realistic for the designs of

vendors A,B and C. 

The third surprise is shown in Figure 1 by the

catastrophic premature failures of  the products A’ and A”,

each introduced by vendor A as presumed

improvements to their original A design. Figure 2

highlights the differing aging behavior of the designs. 

Fig. 2 shows typical discharge curves after some aging,

compared to the new cells. Note  the lowered discharge

plateaus of vendor B &C’s products after 10 years aging.

By contrast, designs A’ & A” show excellent initial

discharge plateaus, followed by precipitous drops. It was

determined that this was caused by negative plate

premature capacity failure, resulting from “improvements”

made to the negative expander systems.

Fig. 3 and 4 show the next surprise! 

Fig. 3 and 4 represented a serious “culture shock” to

both vendors and the telephone company users. Unlike

the Pb-Sb technology, with which they were so familiar,

those figures show clearly that there was no correlation

between actual measured discharge capacity and either

cell voltage or specific gravity for the Pb-Ca technology

[6]. 

鉛電池の50年――米国テレコム用据置鉛蓄電池の経験と課題

6

Vendor

A 1063 51 46 37
B 1053 36 24   6
C 1030 15   6   3

No. of
cells

tested

Percent of cells with
capacities less than

90% 85% 75%

Table 1 Result of 1965 surver of Pb-Ca cells in the Bell
system.
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The nicest surprise-support for battery research!

By 1964, the combined effects of the fires, the capacity

failures, the new information about the inadequacy of cell

voltage and specific gravity, and the increased incidence

of post seal and jar/cover seal leakage made it clear that

the overall Pb-Ca battery “system” was not properly

understood, either by the manufacturers or by their

largest user, the Bell System. This stimulated a major

program effort to understand these problems and develop

suitable correctives.

The “war” was fought on two fronts. 

At the C&D Battery Company, a major supplier, Dr.

Eugene Willihnganz concentrated on understanding the

float behavior of Pb-Ca batteries and (other antimony-free

flooded systems). His work formed the basis of much of

today’s knowledge of Pb-Ca float characteristics, and is

directly applicable to an understanding of a large portion

of the float behavior of valve-regulated lead acid

(VRLA)batteries. He developed the Tafel Curve as a

practical measurement tool to understand and control the

float characteristics of both the positive and negative

plates. This  insured that the positive plate received its

ideal polarization to minimize corrosion and growth, while

the negative remained at least minimally polarized to

prevent self discharge(3,4). Other workers have followed

his lead and contributed to understanding the effect of

oxygen recombination in flooded cells, shifting the

negative Tafel curve to insure proper positive polarization,

etc.[1,2,3,7,8].

The work at Bell Labs concentrated on understanding

the material, design, manufacture and performance

variables affecting the corrosion and growth of the life-

limiting positive grid; material studies to allow use of fire

retardant (oxygen index >28, ASTM V-0) battery jar and

cover materials and leak- free post seal designs.

The results of all these efforts are fully documented in

the 1970 “Cylindrical Cell” Issue of the Bell System

Technical Journal and were also shared with the entire

Battery Industry, worldwide, in a Symposium held at our

Murray Hill, N.J. Laboratories in 1969. Industry attendees

came from Asia, Europe, Canada and the USA [2,9].

These studies developed a quantitative understanding

of the physical and metallurgical design variables

affecting positive grid growth, allowing the design of a

novel circular grid of concentric rings. The design of the

rings were such as to allow continued corrosion and

growth without any change in the ring spacing. This allow

the grid to maintain continued contact with the positive

active material, not only retaining its original capacity, but

actually increasing as the PbO2 corrosion produst added

to the active material capacity. First produced

commercially in 1972, the design is still a major product,

purchased with increasing demand by the expanding

telecommunication industry in the USA [9].

Of even greater significance was the development and

validation of elevated temperature, Arrhenius-based

accelerated testing techniques to determine and predict

grid growth, post-seal leakage, jar/cover/element stress

interaction and other long term phenomena. These

techniques, as well as many of the cylindrical cell design

features and material choices were adopted and modified

by our vendors to enhance their own product designs and

performance [9,10,11,12]. 

The result for the Battery Industry is the ability to

choose designs and materials to achieve any desired float

life from less than 10 years to greater than 40 years for

flooded antimony-free lead acid cells.

In the subsequent discussion of VRLA cells, it should

be remembered that it required more than 25-30

years, from the 1950 introduction of Pb-Ca cells to

achieve this level of understanding in design, manufacture

and use, for flooded, antimony-free cells in telephone float
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standby service! SO, JUST WHEN WE

UNDERSTOOD FLOODED CELLS, VRLA DESIGNS

APPEARED!

WHAT ABOUT VRLA----ANY SUPRISES??

PERIOD I- The simplistic period :

As initially introduced, VRLA batteries appeared to

provide an ideal solution for backup power for the rapidly

evolving Telecom revolution. The initial simplistic techno-

marketing description of its design, properties and

behavior advertised that by making “minor” modifications

to the conventional lead acid, flooded/vented long life

central office design, a new, superior long life design had

evolved, with the following properties:

1. Sealed

2. No gas

3. No water addition

4. No specific gravity measurement

5. Maintenance-free

6. Operable in any position

7. 20 Year design life

To achieve these desirable properties, the battery

designers had simply changed from a micro-porous

separator system to a non-woven fiberglass separator,

which then was partially filled with electrolyte, absorbed

and thus immobilized in the fiberglass. The amount of

electrolyte was reduced to allow direct gas phase

transport of oxygen from the positive to the negative at

rates 10,000 times faster than in the liquid phase of

conventional flooded designs.

Simple in concept, seemingly simple in execution, these

modifications allowed for essentially 100% of the oxygen

generated at the positive electrode on float (overcharge)

to be rapidly transported to the negative, where it would

be recombined back to water, thus eliminating any

gaseous evolution:

If the recombination process were 100% efficient, then

no gas would be evolved and all of the above

characteristics could be claimed, including the 20 year

design life, since it was assumed that the ultimate failure

would be capacity loss resulting from positive grid

corrosion and growth, as in the proven 20 year designs of

flooded/vented, antimony-free grid alloy systems used in

telecom central offices. 

However, if all of the stated claims were true, none of

the conventional maintenance measurements would be

relevant to this technology. This prompted the author to

note [13,14]: “…However, they (VRLA batteries) also

contain a designed-in penalty of ignorance, or

inability to determine the condition of the battery on

float and knowledge of its ability to provide the

reserve needed, if called upon to perform”.

The significance of this “penalty” became apparent, as

more detailed understanding of the performance

characteristics of the technology was developed and as

actual field performance results began to become

available.

PERIOD II-Reality sets in:

In a short time, certain fundamental electrochemical

realities became evident, which indicated significant

complexity of the technology and undercut some of those

initial claims:

This reaction consumes oxygen from the water in

the electrolyte. In order to maintain electrochemical

and electronic balance in the cell, an

electrochemical equivalent of hydrogen is required
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On float, in addition to the evolution of oxygen at the

positive PbO2 electrode, positive grid corrosion occurs:
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Oxygen reduction at the negative:  4H+ + 4e- + 02 → 2H20



to be evolved at the negative:

Thus, in their simplest form, these secondary reactions

reduce oxygen recombination efficiency below 100% and

must result in the emission of gaseous hydrogen, loss of

oxygen to positive grid corrosion and, hence, permanent

loss of water from the limited electrolyte within the cell.

The emission of gaseous hydrogen means that the cell

cannot be sealed, but must contain a re-sealable valve,

hence the term Valve Regulated, which is contained in the

VRLA acronym. Further, this valve must both open and

close reliably, at predetermined pressures, which insure

that jar bulging won’t occur and on resealing, insure that

no air re-enters the cell to cause so called “chemical”

negative self-discharge.

In addition, need for reduction in the loss of water from

an electrolyte limited design, placed additional stringent

requirements on the integrity and life of the jar/cover

seals and post seals and dictated selection of plastics for

jar and cover which were least permeable to hydrogen

and water loss.

Even in the early stages of product introduction, it was

clearly recognized that at or near 100% recombination,

virtually all of the current flowing through the cell on float

was performing no net chemical reaction, but was

essentially only creating heat. The significance of this

heating effect was not appreciated, possibly because most

of the initial installations were charged at constant

current. However, with the rapid expansion of the

technology into conventional constant voltage telecom

installations, a new term “Thermal Runaway” appeared,

describing catastrophic heating effects. This heating

increased cell temperatures, which in turn increased float

currents, causing further increase in cell temperatures,

etc., until the temperature literally “ran away” in working

plants. These caused cell heating, jar bulging, jar

meltdown and in many cases, cell explosions and fires.

While it had long been known that another recombinant

technology, sealed Ni-Cd cells, should never be charged

at constant voltage, due to possible thermal runaway, this

phenomenon was overlooked in most early VRLA

installations, its reality actually denied by many of the

manufacturers, until the catastrophic results became too

obvious to ignore [15,16].

At this point, it is instructive to examine the original

claims for VRLA technology and compare them with the

actualities which were understood by the early 1990’s:

Sealed-This was not possible, due to continuous

hydrogen evolution as the by-product of positive grid

corrosion. This could also result from overly aggressive

overcharge, liberating gaseous oxygen and hydrogen. A

resealable valve was required and the nomenclature

changed to “Valve Regulated” on all national and

international standards, but only on some manufac-

turer’s literature.

No gas-This was obviously not accurate, as indicated

above.

No water addition-This was unfortunately true, hence

no way to compensate for premature dry-out.

No specific gravity measurement-Specific gravity

measurement was theoretically possible by measuring a

stable open circuit voltage and subtracting 0.840.

However, this required taking the cells off-line for

extended periods sufficient to allow voltages to stabilize

and thus losing their ability to provide standby power

during that period.

Maintenance-free -A more appropriate term was

Maintenance-Proof, since conventional maintenance
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techniques were ineffective in detecting any problem

except perhaps cells with internal shorts and on-line

technology was not yet available to detect thermal

runaway until after meltdown.

Operable in any position-This was generally true, but

doubts had already begun as to capacity problems

resulting from electrolyte stratification effects as related

to specific cell design and orientation.

20 Year design life-There were early rumors of

premature failures, coupled with the need for a technique

to detect cell condition and protect against catastrophic

failures. These created the next period, which will be

called:

PERIOD III- Discovery:

As indicated above, early in the 1990’s, it became

obvious that a need existed for a technique which could

characterize the condition of a VRLA cell/battery, without

resorting to a complete discharge to determine actual

cell/battery capacity. So-called “OHMIC” techniques were

being considered, either as low frequency conductance or

impedance measurements or as some sort of DC

resistance technique.

The obvious need was for a study of these techniques,

coupled with actual capacity discharge tests, in order to

determine the degree of correlation, if any. In the spring

of 1991, this author made a presentation to the Battery

Council International (BCI), in which he compared the

possible techniques of voltage, current, temperature,

shallow discharges, etc and ohmic techniques against the

possible aging and failure mechanisms, known at that

time for VRLA technology [17] as listed below:

1. Positive grid corrosion and growth

Loss of contact to the grid results in capacity loss

Grid corrosion consumes water and leads to dry-

out

Higher specific gravity causes increased grid

corrosion

Dry-out causes further increase in specific gravity

Higher positive polarization (compared to flooded

cells) causes faster grid corrosion

2. Dry-out is a new failure mode

Gas evolution may be greater than expected

Temperatures are higher

Grid corrosion is greater

Post seal leaks are fatal

Jar/cover leaks are fatal

Water diffusion through plastic jar/cover may be

significant

3. Valve operation is critical

If valve sticks open-dry-out and negative self-

discharge will occur

If valve sticks closed-jar bulge and possible

explosion

4. Inadequate cooling

Thermal runaway

Explosion

5. Internal failures

Negative post/strap/lug internal corrosion results

in “open cell”

Shorts cause voltage decay, paste shedding and

separator breakdown

Full discharge = very low specific gravity = possible

“lead through”

He concluded that ohmic techniques were the most

promising but the necessary data for correlation were not

available. 

Fortuitously, Midtronics, a manufacturer of conductance

measuring equipment was interested in participating in

such a program. Together, over a period from 1992 until

1996, a cooperative program was carried out among
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Midtronics, several telecom and UPS users, in which this

author was privileged to be able to present the results in a

series of papers at INTELEC, ILZRO, VARNA and other

technical conferences [18,19,20,21,22,23,24].

PERIOD IV-Conductance Study leads to study of

capacity aging characteristics: 

It must be noted that this study began as an attempt

to correlate conductance measurements with cell

capacity. In order to carry out the study, actual discharge

capacity test results were needed. At that time, while it

was understood that the correlation would be challenged,

there was no indication that the actual capacity results

would become the major outcome of the program,

indicating premature capacity failures of products of all

manufacturers tested, without regard to size or specific

design. These results will be presented first and the

capacity/conductance/impedance correlation results

treated in a subsequent section of the paper.

At the 1995 INTELEC, this author presented detailed

information regarding the field performance of

approximately 24,000 VRLA cells, as measured by actual

off float discharge capacity testing, while still in

service [25].  The cells in that study ranged from one to

nine years in age and represented the products of nine

different battery manufacturers, from the USA, UK and

the Pacific Rim countries. Results are shown in Table 2. In

that study, >15,000 cells failed to meet their 80% capacity

requirement, out of a total test population of >23,000, for a

68% overall failure percentage (conductance and

Impedance results will be discussed in a later section).

Failure rates among the nine manufacturers, ranged

from 27% to 86% for cells 3-7 years old, as shown in Table

3. Of greatest concern was the startling increase in failure

rates with age, at only 25-50% of the cells’ design life. 

In data shown in  Fig. 5, cells 1-2 years old had low

failure rates, but by the third year the failure rate had
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PUBLISHED VRLA CAPACITY TEST RESULTS: 1991-1995
WITH ASSOCIATED CONDUCTANCE/IMPEDANCE RESULTS

DATE
PUBLISHED

# CELLS
TESTED

# CELLS
FAILED

%
FAILED

CELL FAILURES CORRECTLY
INDENTIFIED BY
CONDUCTANCE/

IMPEDANCE

# FAILURES
CORRECTLY

INDENTIFIED

% FAILURES
CORRECTLY

INDENTIFIED

3/91

5/92

6/93

9/93

4/94

5/94

5/95

12

442

633

1494

2496

6891

23176

0

337

502

907

1246

4410

15813

0

76%

79%

61%

50%

64%

68%

-    

324

483

849

1172

4336

15086

-

96%

96%

94%

94%

98%

95%

Table 2

CAPACITY TEST RESOLTS
CELLS 3-7 YEARS OLD

Table 3

MANUFACTURER

MFR A

MFR B

MFR C

MFR D

MFR E

MFR F

MFR G

MFR H

MFR I

TOTAL

% FAILED < 80%

69%

54%

47%

75%

86%

41%

62%

27%

53%

64.4%

# TESTED

15627

4791

712

288

1509

1265

472

66

192

24922

# FAILED

10747

2568

338

171

1298

519

293

18

102

16054
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Fig. 5: Cell Failures by Age-All Manufacturers-1995 Data [25]



increased to 35% and then grew rapidly to 79% at 6 years. 

In a paper presented at the 1998 INTELEC, the authors

examined capacity test results from approximately 15,000

VRLA cells which were not included in the earlier study.

This study includes a significant percentage of cells

whose designs were too new to be included in the earlier

tests.  In addition, cells of some of the earlier designs,

with either design or manufacturing improvements were

included in the test results [14]. 

Overall, capacity tests were performed on more than

14,000 cells, of the AGM design representing products of

five manufacturers and cell sizes from 50 Ah to 4,800 Ah.

The combined overall results are depicted graphically in

Fig. 6.

These results are similar to the overall data  taken from

the 1995 paper and are compared directly in Fig. 7. In

each case, the failure rates show acceptably low values in

the first 2 years, but then increase rapidly in subsequent

years. 

The data shown in the previous tables and figures

represent only a small fraction of the detailed capacity

aging information contained in the two referenced

INTELEC papers [14,25].

Further, in a paper also presented at the 1995

INTELEC, Selanger and his co-authors from Sweden,

report on a study of the capacity/age/failure rates of

some 35,000 VRLA cells, in Telecom, Utility and Defense

usage [26].   Fig. 8 shows their results, taken from Fig. 1

of their paper. 

While the results show some differences, depending on

the overall voltage of the battery plants involved, their
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results are certainly in close agreement with the overall

results of both our 1995 and 1998 studies.  Further, the

authors note that because of the frequency of failures, two

makes of AGM designs were withdrawn from the Swedish

market.  While this has not yet been publicly stated in the

US, there are statements which have been made as to the

intentions of some telecoms to ban all further purchases

of VRLA products, especially for outdoor applications.  For

controlled environment use, flooded cells of proven

reliability are considered a more desirable option and are

increasingly being considered and selected, where space

and use conditions permit.

Unfortunately, the above statements represent the

“GOOD NEWS”. The “BAD NEWS” is that the largest use

of VRLA products is in outdoor, uncontrolled temperature

cabinets.  Here we have no quantitative test data,

primarily since the user has come to expect such a short

life in these outdoor environments, that he generally

replaces the batteries automatically after no more than 2-3

years.  Under these circumstances, the user cannot justify

the economics of performing capacity discharge tests.  In

addition, in many cases he cannot justify either the use of

ohmic techniques to detect failures, nor in many cases

can he justify the cost of monitors with remote access,

especially since in their attempts to lower the cost of the

field monitors, some manufacturers have produced

products of questionable accuracy in their ability to detect

significant cell failure for these outdoor installations.

While there can be some questions raised as to the

statistical significance of some of the aging failures, for

some individual manufacturers, there can be no doubt as

to the overall message.  Despite all claims to the contrary,

there is no evidence, either from the 1995 paper or from

the 1998 data, that any of these designs will achieve their

20 year design life, even in benign temperature

environments. Any claim to reliability has to be contrasted

against our long-term experience with flooded cell

reliability.  That reliability has resulted from our

understanding of its failures modes and their dependence

upon the interrelationships among the metallurgical,

electrochemical, and mechanical interactions that govern

flooded cell float behavior and life, coupled with the

development of the necessary manufacturing processes

and controls to ensure that reliability. Unfortunately, that

degree of understanding has not yet been achieved for

VRLA technology. However, it should be noted that it

required more than 25 years of failures and

associated studies to achieve that degree of

understanding for flooded cells. This gives hope

that, in time, the same degree of understanding will

be achieved for VRLA.

PERIOD V- Correlation of ohmic measurements:

As indicated earlier, the development of the capacity

failure data evolved as an unintended and unexpected by-

product of the search for a correlation between some type

of ohmic measurement and cell capacity or “State of

Health”. Using proprietary conductance techniques, in

early 1992, in cooperation with several telecoms and UPS
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users, Midtronics, Inc. initiated a program to determine

whether such a correlation existed and how it could be

most usefully employed in the search for defective VRLA

cells and batteries. This program resulted in a series of

papers published at INTELEC from 1992-1997, in addition

to papers published at ILZRO, VARNA and the ASIAN

POWER CONFERENCE in Indonesia [18,19,20,21,22,

23,24]. In addition several papers were published

independently in 1993, 1994 and 1998 by British Telecom

[27, 28, 29]. All of these papers utilized conductance (G)

as the measuring technique.  Other papers reported on

results using impedance (Z) or resistance(R) measuring

techniques [30]. 

While the initial “headlines” resulting from these

papers highlighted the widespread, unexpected

premature capacity failures described in the previous

sections the conductance/capacity correlation was

progressively strengthened with the additional data

provided by each presentation over this 6-year period.

Early data are shown in Fig. 9, taken from the 1992

INTELEC paper [19]. It represents 168 cells in 7 parallel

48-volt strings from a working telephone transmission

office. It indicates discharge time vs. conductance over a

capacity range from zero to 2.5 hours, with a strong

correlation coefficient of  R2 =  0.825. These  results are

typical of the literally hundreds of conductance/capacity

correlation plots published throughout this period, which

are far too numerous to reproduce in this paper, but

which the reader can verify from the references cited. In

all cases, those data represent tests in the “as found”

condition and are a “snapshot” at a particular time in the

life of the cells and batteries. Ideally, conductance data

would be taken on the cells, as installed, and then

repeated periodically, so that the data could be trended,

on a cell by cell basis, until it had reached indication of

cell capacity failure. Only in the last year or two has this

begun to be done by some users, with data not yet

available for publication .

However, an indication of the overall accuracy of both

the conductance and impedance techniques in predicting

cell capacity failure is shown in Table 2 (also shown

earlier in the text), taken from the INTELEC paper

presented in 1995 [25].  In that table, results of capacity

and ohmic tests on 23,176 cells are shown. Of these,

15,813 or 68% had failed to meet the 80% capacity criteria. 

Conductance or impedance correctly identified

15,086 or 95% of the failed cells overall. In the

years prior to 1995, even as the test population

grew from fewer than 500 cells in 1992 to almost

7000 cells in 1994, the accuracy on the ohmic

techniques stayed essentially constant from 94% to

98%, compared to the overall  95% value for the full

24,000 cell population in 1995.

Those results and those presented by others [30,31]

would seem to provide solid support for the use of ohmic

techniques as a suitable diagnostic tool to determine

battery “state of health” .  However, as originally

anticipated, that conclusion remains controversial. For

obvious warranty/economic reasons, the battery vendors

focus exclusively on cells in the 80-100% capacity range

and strongly emphasize the number of “good cells” (i.e.:
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PUBLISHED VRLA CAPACITY TEST RESULTS: 1991-1995
WITH ASSOCIATED CONDUCTANCE/IMPEDANCE RESULTS

DATE
PUBLISHED

# CELLS
TESTED

# CELLS
FAILED

%
FAILED

CELL FAILURES CORRECTLY
INDENTIFIED BY
CONDUCTANCE/

IMPEDANCE

# FAILURES
CORRECTLY

INDENTIFIED

% FAILURES
CORRECTLY

INDENTIFIED

3/91

5/92

6/93

9/93

4/94

5/94

5/95

12

442

633

1494

2496

6891

23176

0

337

502

907

1246

4410

15813

0

76%

79%

61%

50%

64%

68%

-    

324

483

849

1172

4336

15086

-

96%

96%

94%

94%

98%

95%

Table 2



>80%) mistakenly listed as “bad” (i.e.: <80%) by the ohmic

technique. Conversely, the user tends to focus on the

group below 80%, which affect his actual reserve. He notes

the accuracy in detecting “bad”  cells, only being

concerned as to the cells which tested “good”, but actually

are “bad”.

Typical results are shown here as Figure 10 and Table

4. For the entire 336 cell plant, made up of 14 parallel

strings of 24 cells/string, the figure shows the correlation

of capacity vs. conductance, with a correlation coefficient

of R2 = 0.855. 

A box score technique (Table 4) indicates 37 + 34 =71

cells tested >80%, while 265 tested <80%. Of these,

conductance correctly identified 259 of the 265 bad cells

(98% correct) and 34 cells as good, or 259 + 34 =293/336

or 88% correctly identified, overall, good plus bad.

However, 37 of 336 (11%) were mistakenly called bad. The

benefit to the user is obvious, but in accepting the

technique, the vendor subjects himself to an 11% overall

error, in mistaken identification of “good” called “bad”.

Resolution of this dilemma has been negotiated by

some supplier/users [29], but by no means accepted yet

on an industry-wide basis. However, manufacturers have

grudgingly accepted the fact that ohmic techniques can

accurately identify “poor” cells, which some have taken to

mean  50-60% of rated capacity. However, they generally

remain fixed in their reluctance to accept replacement at

80%, based on ohmic techniques. In one case, replacement

at 50% of original conductance (which is actually less than

50% of original capacity) has been accepted by both the

telecom and one manufacturer, with some warranty

correction allowed for service life at temperatures higher

or lower than  25O C.

Period VI-Some new failure modes: 

As evidence of widespread premature failures

continued to mount, concern increased as to whether all

VRLA failure modes had been correctly identified, were

sufficiently understood and appropriate correctives

developed. This author attempted to predict VRLA cell

lifetime from published information on basic lead

corrosion studies, laboratory and field results of cell and

battery positive grid corrosion and laboratory weight and

volume gassing studies. The results were presented at

INTELEC 1996 [32]. In that paper, all results were

normalized to a common base, to allow direct comparison

among the different techniques. Using 10% water loss as

an indication of significant dry-out and capacity loss,

values of cell lifetimes ranged from 6 to 1300 years,

depending on the technique employed! Clearly, either the
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theories or the experimental procedures to detect failure

modes needed further study.

At INTELEC 1995, Jones [33] presented the first in a

series of papers based on careful laboratory studies of gas

evolution, positive and negative plate polarizations and

conductance results of cells held on pure, continuous float

for periods of one to two years. He noted the significant

differences in the rate of hydrogen evolution from

otherwise identical cells, all operating in a fully

recombinant mode. This raised serious doubts that the

hydrogen evolution was only a reflection of the rate of

positive grid corrosion. The reference electrode values

indicated severe depolarization of the negative electrodes,

due to oxygen recombination, with some negatives

floating below their open circuit voltage. This strongly

reinforced theories of negative plate self-discharge, while

on normal float. Under those conditions, a new source of

hydrogen evolution is possible:

Further studies by Jones, Brecht, Berndt and most

recent results by Fleming [34,35,36,37,38,39,40], have

confirmed that negative self discharge and the resulting

hydrogen evolution can be a significant VRLA failure

mode, causing an entirely different type of cell capacity

loss due to negative plate sulfation. This has been

confirmed by actual discharge tests, in which the negative

plate is the capacity-limiting element in the discharge.

From this discovery, these authors have evolved a

unique (if somewhat complex) new understanding of the

interrelationship among the reactions which occur within

a recombinant VRLA cell on float. For a detailed

examination and understanding of the complex figures

and equations involved, the reader is referred to the actual

references cited above. Here we will simply say that a new

concept of “hydrogen balance” has emerged, within a

recombinant cell on float. This concept may be described

in words, as follows:

1. The partial current responsible for positive grid

corrosion offsets the self-discharge of the negative

electrode, and if sufficient, can polarize the negative

electrode, with subsequent electrochemical

generation of hydrogen gas.

2. If the partial current responsible for positive grid

corrosion, i.e. the rate of positive grid corrosion, is

greater than the partial current required to recharge

the negative self-discharge, then the negative

electrode will maintain its capacity throughout its

float life.

3. If however, the partial current responsible for positive

grid corrosion is less than the partial current

required to recharge the negative self-discharge, then

the negative electrode will self-discharge and

progressively lose capacity until it becomes the

capacity limiting element during discharge.

These effects lead to a curious anomaly:

If the positive electrode is made of a short life, rapidly

corroding alloy, then the negative electrode will stay

healthy, but the cell will fail prematurely from capacity

loss due to positive grid corrosion and growth and loss of

contact between the grid and active material.

However, if the positive grid is made of a pure alloy,

designed to last 20 years on float, then the negative

electrode will self-discharge and premature capacity

failure will occur, due to negative plate sulfation.

In theory, it might be possible to balance these effects

so that the exact amount of positive grid corrosion occurs,

which exactly balances the negative self discharge. In

practice, this is more easily said than done.

Impurities, which cause local action and depolarize the
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negative electrode, further complicate this delicate

balance. One author has suggested that sufficient

elimination of these impurities will allow the “balanced

cell” to be designed and produced [40].

A simpler approach, proposed first by Jones and then

reinforced by Brecht, Berndt, Dick and others

[36,37,38,39,41], involves the introduction of a small

catalyst into the head-space of the cell. The catalyst acts to

recombine some of the oxygen with hydrogen, before the

oxygen can reach the negative and completely depolarize

it. With the catalyst, the positive can be highly corrosion

resistant, the negative will polarize and not self-discharge,

leading to a simple design, long life, balanced cell. The

theories have been tested in the laboratory, on cells of

several different manufacturers and are currently being

used on all cells being shipped by several manufacturers,

for full production and field evaluation. [41]

A further result of Jones work indicates, as might be

expected, that as negative self-discharge proceeds,

conductance decreases proportionately. Thus, negative

self-discharge may be added to the list of VRLA

failure modes which can be detected by ohmic

measurement techniques.

Period VII-Monitors-Can they help? Are they

realistic?

The attempt to develop and market remote monitors for

VRLA telcom batteries in the US, has followed a wavering

curve related to the situations described in the above

Periods.

In Period I, when “no maintenance/20 year life” was the

“Market Talk”, thoughts of a monitor would have been

considered as heresy. 

In Period II, as users (and some vendors) faced the

realities of cell performance, possible problems and

possible aging/failure mechanisms, some type of monitor

was considered significant. Both national and

international standards groups initiated efforts to define

and standardize some type of monitor technology. At the

same time, equipment manufacturers began to market

monitoring devices, generally based on some type of

voltage measurement.

In Periods III and IV, the initiation of capacity/ohmic

correlation studies stimulated initial development of

monitors based primarily on some type of ohmic

measurement, with additional voltage and temperature

parameters included. Publication of significant correlation

between “State of Health” and ohmic techniques further

stimulated the development of suitable monitoring 

devices by several manufacturers and accelerated the

work of the various standards committees.

However, the widespread premature capacity failures

resulting from the tests in Periods IV and V raised a

serious dichotomy for the user. The likelihood of

premature failure heightened his interest in some type of

monitor. At the same time the unexpected, unusually

short life for VRLA product raised serious questions as to

the economic viability of a high cost, high technology

monitor for a short life product, which might most

economically be replaced on an arbitrary “Years of Life”

basis. An additional concern involved the reluctance of the

vendors to provide warranty coverage based on results

from a monitor, without actual capacity discharge test

information. Thus using the monitor to indicate cells in

need of more detailed (and expensive) evaluation became

questionable, probably uneconomic, both in utilization of

capital, scarce maintenance funds and especially

manpower, the most scarce commodity involved.

In recent discussions with both users, monitor

equipment manufacturers and others, it appears that

several approaches are being offered. One approach

involves manufacturers of simple, relatively inexpensive

monitors, with very limited capability, such as battery
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voltage, sometimes individual cell voltage and in some

systems, temperature measurement. Another approach is

being taken by the original equipment manufacturers,

who normally supply the complete installation, “Hut” or

“Controlled Environmental Vault” (CEV), which normally

includes all the telephone interconnect and switching

equipment as well as the necessary power equipment.

They supply the entire unit, including enclosure, and ship

them as a “Turnkey Facility”. Some of these

manufacturers are beginning to include some type of

battery monitoring as part of the initial equipment

package. These may include some type of ohmic

technology and in at least one case, the manufacturer is

offering “Cradle to Grave” follow up of the monitoring

signals with associated maintenance, notification or

trouble shooting services. These are relatively new and it

is far too soon to make predictions as to their market

acceptance by the telecom user.

The status of monitors, is therefore once more, passing

through a period of change and some uncertainty. Added

to this one must include the new information involving

failures attributed to negative self-discharge, the possible

life-enhancing capability of catalyst techniques, or the

possibility that rigid adherence to new standards of purity

will minimize or eliminate local action at the negative

electrode, resulting in routine manufacture of “balanced

cells” with sufficiently extended lifetimes to allow

reconsideration of the economics of monitoring

technology.

It is probably too soon to gauge these effects on the

design, sophistication, reliability, cost and market

acceptance of the monitor technology which will emerge.

Conclusions:    

1. The Bell System’s 1950 introduction of the new Pb-

Ca cells, in transparent plastic jars, to replace the

well understood Pb-Sb designs, in hard rubber jars

led to a 15 to 20 year period of unpleasant

“surprises”. These included unanticipated extreme

voltage variations, battery fires and significant

premature capacity failures, as determined by a

System-wide Capacity Test Programof more than

5000 Pb-Ca cells.

2. These problems clearly indicated that there was no

basic understanding of  Pb-Ca float behavior,

positive grid growth, or capacity aging phenomena,

by either the manufacturers or the user. Likewise

the technology for design and manufacture of

leakfree post and jar/cover seals had not been

properly adapted to Pb-Ca technology from the

earlier Pb-Sb/rubber jar era.

3. A 6-10 year study of Pb-Ca float characteristics by

Dr. E.H. Willihnganz of C&D Batteries developed

the necessary basic understanding and technology

for the measurement and control of cell float

behavior, in design. manufacture and use.

4. A parallel study at Bell Labs developed the basic

metallurgical, design and operational factors, which

allowed the designer to “select” the desired rate of

positive grid corrosion and growth to meet any

design life target, from 5 to 70 years. This allowed

design of a unique circular grid, which actually

caused positive plate capacity to increase

throughout life.

5. Bell Labs also developed and substantiated short

term accelerated life testing techniques to allow

accurate prediction and validation of long term

positive grid growth and cell life prediction.

6. It required the experience gained from 25-30 years

of  field performance problems, with the associated

laboratory research, testing and development to

fully understand and predict the performance of Pb-

Ca flooded cells. Just as we learned how to make
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flooded cells reliably, VRLA technology

appeared!

7. The introduction of VRLA technology resulted in a

series of extraordinary claims for performance,

freedom from maintenance and very long life which

stimulated an unusually rapid and widespread

market acceptance into telecom standby service.

8. Within a few years, the apparent simplicity of the

basic recombinant technology involved gave way to

initial realization of its electrochemical complexity.

More careful thought, coupled with initial user

experience led to refutation of many of the initial

claims, with beginning appreciation of the multiplicity

of potential failure modes.  Unlike the “graceful”

aging and death of its flooded predecessor, new

failure modes of dry-out, unexpected gassing

behavior and thermal runaway were found, in

addition to the initially expected capacity loss due to

positive grid corrosion and growth.

9. Also, the apparent design simplicity began to be

replaced by a greater appreciation of the critical

design features needed and the fact that the “design

window” for VRLA technology was far tighter than

for long life flooded cells.

10. The “maintenance-free” concept was replaced with

an understanding that the technology was,

effectively, “maintenanceproof”, stimulating the

search for a passive diagnostic to allow indication of

cell capacity or “state ?of-health”, without the need

to perform a full capacity discharge test.

11. Initial indications that so-called “ohmic” techniques,

such as conductance and impedance might prove

useful, resulted in an ongoing program among

equipment manufacturers and telecom users to

perform both conductance and discharge capacity

tests, in the hopes of establishing a correlation

which would allow conductance or impedance to be

used as a suitable diagnostic.

12. While the correlation looked promising, the

astonishing result of this program was to highlight

widespread premature capacity failures of the VRLA

technology. In an initial study of 25,000 cells,

representing products of nine manufacturers, some

68% of the product tested failed to meet capacity end

of life requirements. A second study of 15,000

cells confirmed those results. A European

study of 35,000 cells indicated basically

similar conclusions.

13. The series of studies of the correlation between

conductance or impedance and cell capacity

produced promising results, for the user looking to

replace seriously failed cells. However, for the

manufacturer, the possibility of his replacing even a

small percentage of cells with greater than 80%

capacity led to his consideration that his warranty

risk was unacceptable, even though the bulk of the

cells, indicated as failures by conductance/impe-

dance, might have capacities ranging , literally, from

0%-70%. This is an economic issue which has not yet

been universally resolved between manufacturers

and users.

14. Concern over the widespread VRLA failures led

various investigators to re-think the possible

reactions taking place within these cells on long

term float. The result has been to recognize the

reality of self-discharge of a fully depolarized

negative electrode in a recombinant system. This

has led to inclusion of negative self-discharge as a

major, previously unrecognized failure mode. It has

highlighted the need for some degree of

polarization of the negative as a requirement for

satisfactory performance.
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15. From this has emerged the concept that a slowly

corroding positive results in negative self-discharge

and subsequent premature, negative-limited

capacity failure. A rapidly corroding positive

provides a healthy negative, but premature failure

results from capacity loss due to positive grid

corrosion and growth.

16. This results in the “balanced cell” concept, in which

these opposing reactions are balanced, either by the

use of a small catalyst inserted into the VRLA cell or

perhaps, by the use of ultra-pure materials, to

reduce “local action” at the negative electrode. The

catalyst is simpler and is already in use, on a

production basis, in several manufacturers’products.

17. These new insights give hope to the search for

solutions of the problems which have plagued VRLA

life and performance, at a critical time when their

use as 42 volt systems to replace the 14 volt SLI

automotive battery is seriously being planned.

18. All of the above “twists and turns” in developing

understanding of the fundamental behavior and

performance deficiencies of the VRLA technology

has led the proponents of some type of monitoring

technology through the same confusing cycles, with

the net result that any firm statements about

monitoring are probably premature, at this time.
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1. まえがき

太陽光発電は自然エネルギー利用の観点から盛ん

に研究が行われ，家庭用の発電装置としても普及の

兆しを見せている。家庭用に用いられる太陽光発電

装置では，配電系統と連系運転を行う場合が大半で

あり，各種インバータ回路方式が検討されている。

ところで，既存一般家屋の屋根面に太陽電池モジュ

ールを設置する場合，日本の都市部のように設置面

積の制約が大きい地域では，全ての太陽電池モジュ

ールに均一な日射が得られるように敷設できるとは

限らない。また，隣接家屋の屋根あるいは電柱，樹

木などの影響で太陽電池モジュールの一部分が陰に

なる（以下，これを部分陰と呼ぶ）事例が多数見受

けられる。

筆者らのこれまでの研究の結果，僅かな部分陰で

あっても全体の発電電力が大幅に低下することが判

っている。しかもこのような部分陰は，その様態が

時々刻々と変化するのが一般的である。このような

原因によって，当初の発電設備容量に比べて実質的

22

な発電容量が低下して設備投資の回収効率の低下を

招いたり，あるいは，陰の影響を受けないように屋

根の構造を改良する結果，設備価格が大幅に上昇す

るなどの問題が生じる。 本稿では，一般的な家庭

用規模（3kW程度以下）の太陽光発電システムにお

いて，部分陰によって発電電力が低下する機構を示

し，これを解決しうる太陽電池の発電動作点制御方

式の原理と具体的回路を提案し，その効果を検証し

ている。本方式の特長は，直列に接続された太陽電

池モジュールそれぞれの発電動作点を個別に制御す

ることにより，部分陰等の影響でモジュールの発電

量が不規則に変化しても，各モジュールが持つ最大

電力の総和を出力点に取り出せることである。

2. 太陽電池の接続方法と部分陰の影響

図1は一般的な太陽電池の発電特性（I-V特性とP-

V特性）であり，その解放端子電圧は数十Ｖ程度，

短絡電流は数A程度である。交流 100V配電系に対

して連系運転を行うにはインバータ回路が必要とな

るが，変換の高効率化を目的として直流電圧は 180
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Abstract
Photovoltaic modules should generally be connected in series in order to generate the voltage
required to efficiently drive an inverter. However, if even a very small part of photovoltaic module
(PV module) is prevented from receiving light, the generation power of the PV module is
decreased disproportionately. This greater than expected decrease occurs because PV modules
which do not receive adequate light cannot operate on the normal operating point, but rather
operate as loads. As a result, the total power from the PV modules is decreased if even only a
small part of the PV modules are shaded. In the present paper, a novel circuit, referred to as the
generation control circuit (GCC), which enables maximum power to be obtained from all of the
PV modules even if some of the modules are prevented from receiving light. The proposed circuit
enables the individual PV modules to operate effectively at the maximum power point tracking,
irrespective of the series connected PV module system. In addition, the total generated power is
shown experimentally to increase for the experimental set-up used in the present study.



～ 200V程度に設定する場合が多い。そのため，複

数個の太陽電池モジュールを直列に接続して，必要

な直流発電電圧を得るようにする。

太陽光発電用インバータの設計においては，直列

接続された複数の太陽電池モジュールの発電特性は

均一に揃っていることを前提としている。ところが，

太陽電池モジュールは，その僅かな部分が陰になっ

ただけでその発電特性は大幅に変化し，これが全体

の発電特性に影響を与える結果，設計時に期待した

発電電力が得られない場合がある。

図2は複数の太陽電池セルを直列に接続して構成

した太陽電池モジュールにおいて，その一部分が陰

になった場合の短絡電流の測定結果である。図2（a）

は陰の状態を示すのもで，図の左上から太陽電池モ

ジュール内のセルの一部分が陰になり，部分陰のセ

ルが増加する様子を表している。図2（b）はこのよ

うな陰のついたセルが増加した場合に，モジュール

全体としての短絡電流の変化を示したものである。

図2（b）から明らかなように，1個の太陽電池セル

が陰になっただけで，モジュール全体としての発電

短絡電流は，この場合には約1 / 2まで低下する。ま

た，陰になったセルが 2個以上に増えても，短絡電

流はこれ以下には低減しない。つぎに，このような

太陽電池モジュール（PV2）と正常な発電特性を持

つ太陽電池（PV1）とを図3に示すように直列接続

した場合に，個々の I-V特性上の動作点が変化する

様子を図4（a）に，全体の発電特性（P-V特性）を

図4（b）に示す。直列接続された各太陽電池モジュ

ールには共通の出力電流 Ioutが流れるので，各太陽

電池モジュールの動作点は横軸に平行な直線との交

点で与えられる。図4（a）の場合，出力電流が0の

ときの動作点は①であり，出力電流が増加すると②

から⑥に向かって変化する。②でPV2の発電電力は

最大値となるが，PV1はまだこれに達しない。②か

ら③の間はPV2の発電電圧は低下して発電電力は低

下するが，PV1の発電電力はさらに増加する。③以

上ではPV2が出力可能な発電電流（短絡電流）を越

えるので，これ以上の電流はモジュールに並列に接

続されたバイパスダイオードを経由して流れる。⑤

においてPV1は最大電力を出力し，⑤から⑥ではそ

の電力も低下する。①から⑥の間のモジュール全体
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の出力電圧Voutは各モジュール端子電圧の和で与え

られる。図4（b）は全体の出力電圧と出力電力の関

係を表している。動作点②と⑤において電力のピー

クが現れている。このような場合，従来の山登り法

を用いた最大電力追従制御（MPPT）では，電力の

少ないほうのピーク点②で運転する可能性がある。

また，動作点⑤で運転したとしても，僅かな陰で発

電電力が低下したモジュール（PV2）は，発電能力

が残されているにも拘わらず，その電力を出力とし

て取り出せない。

3. 発電動作点制御方式

本稿で提案する発電動作点制御回路は，それぞれ

の太陽電池モジュールの発電電流が異なる状態であ

っても，固有の発電電力の全てを出力できるように

するものである。

3.1 動作原理

図5に発電動作点制御回路の原理図を示す。ここ

で，簡単化のために各太陽電池モジュール（PV1～

PVm）の発電電流（I1～ Im）の大きさを（1）式に仮

定する。

モジュールPVmは電流 Imを供給しながらVm=Vout

/mを保持している。PVm-1は補助電源Em-1から（Im-

Im-1）を供給されてVout /mを保持し，その他のPV

についても同様である。

その結果，モジュール間を流れる電流は全て等し

く Imとなる。この動作に伴って補助電源がモジュー

ル群に供給した電流の総和 Ixは（2）式となる。

上記の電流は発電動作点制御の一次側から供給さ

れ，その一次電流 Icは（3）式で与えられる。

ここで，発電動作点制御回路内での損失を無視す

れば全体の出力電流 Iout及び出力電力Poutは（4）,

（5）式で求めることができる。

すなわち，全ての太陽電池の発電電圧は，その発

電電流に関わりなく，Vout /mに維持される。した

がって，各太陽電池は個々の発電条件に応じた発電

太陽電池発電システムの発電動作点制御回路
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電流 Iiで運転し，発電電力Vout Ii /mを出力できる。

このことは，図4（a）に示した電圧軸（横軸）に平

行な動作線を，電流軸（縦軸）に平行な動作線に変

換したことになる。

3.2 回路構成

図６，図７に発電動作点制御回路の具体的な回路

構成を示す。

図6はDC-DCコンバータを用いた方式で，高周波

インバータ，m個の二次巻線を持つトランス，m組

の整流回路により構成され，m個に分割した太陽電

池モジュールに接続される。高周波トランスの一

次／二次の巻線比は概ねm:1とし，二次電圧の微調

整は高周波インバータの出力電圧パルス幅制御で行

う。図7に半導体スイッチの制御信号例を示す。

図8は多段昇降圧チョッパを用いた方式で，m個

の直列に接続された半導体スイッチと，m-1個のチ

ョッパ用インダクタとキャパシタにより構成され

る。各スイッチS1～ Smは図9に示すように順次オ

フ状態となるように制御される。スイッチングの動

作一周期間Tsに対するスイッチSiのオフ期間Tiの比

Diを（6）式で定義すると，各太陽電池の発電電圧

Viとの関係は（7）式で与えられる。

すなわち，多段昇降圧チョッパを用いた方式では，

各太陽電池の発電電圧の比は任意に設定できるの

で，きめの細かい発電電圧制御が可能となる。
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Fig.5 Operation principle of the generation control circnit.
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4. 実験結果

図10に本装置の評価システムの構成を示す。出

力電力0.6kWの太陽電池アレイ2組を同一日射条件

で設置し，それぞれにパワーコンディショナを接続

し，さらにその一方には動作点制御回路を接続して

いる。太陽電池アレイ全体のMPPT制御はパワーコ

ンディショナで行っている。また，動作点制御回路

を接続した太陽電池アレイの一部分には図11に示

すように全面積に対して約4％の部分陰を人為的に

つけた。

図12に1日の発電電力の試験結果を示す。9時15

分に両者同時に発電を開始した。部分陰のあるシス

テムでは，当初は発電動作点制御回路を停止し，12

時20分から発電動作点制御回路を動作させている。

部分陰のないシステムの発電電力は時間の経過とと

もに変化するが，これは，太陽電池表面に対する太

陽光の照射角度の余弦に比例する関係から考えて妥

当な特性である。一方，部分陰のある場合は太陽光

太陽電池発電システムの発電動作点制御回路
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が正面から照射される時間帯（概ね 10時～ 12時）

になっても部分陰の影響で発電電力が上昇していな

い。12時 20分に発電動作点制御回路を起動すると

発電電力は急速に回復し，その発電電力は部分陰の

ないシステムと相似な特性曲線を示している。部分

陰のある側の発電電力が陰の無いシステムの発電電

力より少ないのは，陰のある太陽電池モジュールの

発電電力そのものが減少したことに起因する。しか

し，部分陰のある太陽電池モジュールもその潜在的

な発電電力を出力している。

5. まとめ

一般の戸別住宅に設置する太陽光発電システムに

おいて，太陽電池モジュールに掛かる部分陰の影響

でシステム全体の発電電力が大幅に低下することを

明らかにした。また，このような状況においても，

個々の太陽電池に潜在する発電電力を効率よく出力

できる発電動作点制御回路について述べ，フィール

ド試験によってその効果を実証した。
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1. はじめに

自動車用バッテリーの使用環境は，エンジンの高

出力化と機器の増加等でのエンジンルームの狭隘化

によって高温化が進み，更にエレクトロニクス機器

の増加による電気負荷の増加により，使用条件が過

酷になってきている｡そうした背景から，バッテリ

ーの高温での耐久性向上の要求は益々強くなってい

る｡

また，環境対策面からの燃費向上，トラックの積

載量アップのための軽量化や大幅なコスト低減が求

められている｡

これらの要求に対し，自動車用バッテリーは従来

の低アンチモンタイプからハイブリッドタイプへ，

更に乗用車系では改良されたカルシウムタイプへと

減液特性の優れた仕様に変化してきている｡また，

正極格子合金，セパレータの仕様変更等により高温

耐久性は大きく向上した｡生産設備面では極板製造

工程や組立工程等の自動化が進み，信頼性向上にも

寄与している｡

バッテリーの製造において，ベースとなる極板格

子の製造方式には，従来からのブックモールド鋳造

方式（重力鋳造），エキスパンド方式，連続鋳造方

式の3方式があるが，軽量化と生産性の面からエキ

スパンド方式及び連続鋳造方式の採用が増加してい

る｡

弊社においても，上記の理由によりエキスパンド

方式及び連続鋳造方式による極板製造方式を採用し

てきた｡本報文では，弊社が主力極板製造方式とし

ている連続鋳造方式について報告する｡

2. 極板格子製造方式の概要と特徴

各種極板製造方式の概要と，これらの方式で製造

された格子外観を図1～3に示す｡

1）ブックモールド鋳造方式

従来からの製造方式で格子鋳型に溶解鉛を流し

込み鋳造する方法である｡

一回の鋳造で2枚取りの鋳型にしているのが一

般的であるが，凝固させるための時間が長いため

に生産性は低く，また，1mm以下の薄い格子の

鋳造が困難である｡ただし，鋳型がコンパクトで

あるために，段替が容易，鋳型のコストが安い，

格子デザインの自由度があるなどの利点もある｡
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自動車電池用連続鋳造極板技術について

Continuous Casting Technology for Plates of Car Batteries

大竹直浩 ＊ 加藤勝久 ＊

Naohiro Otake Katsuhisa kato

* 電池事業部　自動車電池技術部

Abstract
Car batteries are required to reduce the weight and costs so as to cope with environmental
problems in recent years, whereas the environment in engine compartment where they are used
is increasing in harshness.
Against such background, this paper describes the manufacturing methods of grid-plates i.e., the
fundamental technology for car battery manufacturing, and in particular, Furukawa Battery's
proprietary technology of continuous casting method thus discussing in detail the differences and
features of expanding method and conventional book mold casting method.
The authors intend to make further efforts toward high quality, lightweight, and upgraded
toughness, thereby bringing the continuous casting method of grid-plates to as near perfection as
possible.
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図1 ブックモールド鋳造方式の原理及び切断前後の格子外観
Fig.1 Principle of book-mold casting machine and appearance of grid before and after severing
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図3 連続鋳造方式の原理及び切断前後の格子外観
Fig. 3 Principle of continuous casting machine and appearance of grid before and after severing

図2 エキスパンド方式の原理及び切断前後の格子外観
Fig. 2 Principle of expander machine and appearance of grid before and after severing



2）エキスパンド方式

世界的には 1970年代から使用されている方式

で，圧延した鉛のシートに連続的にスリットを入

れて，左右に引っ張って網状にする方法である｡

連続的に製造するために生産性が良く，圧延し

た薄い鉛のシートを使用するため軽い格子の製造

が可能である｡ただし，鉛のシートが必要，耳加

工時の打ち抜き切断屑が出る，段替時間が長い，

デザイン設計の自由度が小さい等のディメリット

もある｡また，鉛シートの製造方式にはいくつか

あるが，鋳造した厚いシートを薄く圧延する方式

が多く採用されている｡

格子表面は圧延した鉛面，スリッターによる切

断面があり，鋳造とは異なり平滑であるので，活

物質との結合性はブックモールド鋳造格子と比べ

ると劣ることから，ペースト処方等で改善が図ら

れている｡

3）連続鋳造方式

1980年代後半から使用された方式で，回転ドラ

ム鋳型と固定されたシュー鋳型に連続的に溶解鉛

を流し込んで鋳造する方法である｡

連続的に製造するために生産性が良く，品質が

安定している｡また，薄型格子の鋳造が可能であ

る｡

鋳型がドラム式の特殊タイプのため，鋳型コス

トが高いディメリットがある｡なお，鋳型は掘り

込み式であるため，エキスパンド方式とは異なり，

格子デザインについて設計の自由度が大きい｡

3. 連続鋳造極板の製造工程と特徴

前項で述べたように，極板格子製造方法には3種

類あり，連続格子体で製造され充填されるのがエキ

スパンド方式，及び連続鋳造方式でそれぞれ特徴が

あるが，ここでは連続鋳造方式について，その製造

工程，極板の特徴及び電池特性について述べる｡

3.1 連続鋳造極板の製造工程

連続鋳造極板の製造工程は，図4に示す装置で連

続的に格子を鋳造する連続鋳造工程と，活物質ペー

ストを充填，切断，分離して極板を製造する充填工

程からなる｡鋳造工程は，鉛溶解炉，回転ドラム鋳

型，シュー鋳型から成る｡溶解炉より溶解鉛が固定

されたシュー鋳型に連続して供給され，回転するド

ラム鋳型の網目状に掘り込まれた部分で凝固する｡

この凝固体は，連続格子体となってドラムから引き

出される｡溶解鉛はドラムとシューの接触する短い

距離で瞬時に凝固するため，溶解鉛の注入圧，ドラ

ム回転速さ，引き出し強さ等に非常に厳密な管理が

要求される｡

なお，鋳型からの離型には従来のブックモールド

方式のコルク離型剤の代わりに特殊な液状離型剤が

使用される｡

充填工程は充填機，ロータリーカッター，予熱乾

燥炉，充填板集積装置より成る｡充填機は従来タイ

プで使用されている布ベルトに代わってスチールベ

ルトが用いられている｡ペーストはホッパーの下部

から押し出され，エキスパンド格子の場合と同様に

上下に充填紙を貼り付けながら充填される｡

連続格子体は 1mm以下の厚さで柔らかく，活物

質ペーストの充填圧力で変形を起こし易いため，充

填ホッパー下部からのペーストの流れ方を工夫する

ことにより改善が図られている｡充填後は，連続充

填板の耳の位置を電気的に検出し，ロータリーカッ

ターの回転速度をコントロールすることで規定寸法

の極板に切断される｡切断された充填板は予熱乾燥

炉を通り，充填板集積装置で自動的に集積される｡

3.2 連続鋳造極板の特徴

各種極板製造方式の特徴を表1に示す｡

連続鋳造極板はエキスパンド極板と異なり，左右

に外枠格子を設けることが可能であり，また，集電

効果を考慮したラジアル形状等自由な格子形状設計

も可能である｡ブックモールド鋳造格子では不可能

な 1.0mm以下の薄型化がこの連続鋳造方式では可

能であり，ブックモールド格子対比で約30%の軽量

化が可能である｡なお，格子質量のバラツキ幅も約

1/3に小さくなっている｡ブックモールド鋳造方式

では鋳造後のトリミング，また，エキスバンド製造

方式では耳部打ち抜き加工時に発生するスクラップ

の戻し等のロスがあるが，連続鋳造方式ではスクラ
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量のバラツキ幅はブックモールド極板対比で約 1/2

と小さくなっている｡この様に極板の質量(活物質

量)のバラツキが小さくなり，電池性能をより安定

化するのに役立っている｡

ップの無駄は発生しない｡

充填におけるペーストの格子への充填性は，充填

機構造を工夫する事により良好になった｡格子質量

とペースト充填量の両方のバラツキを含む充填板質

自動車電池用連続鋳造極板技術について
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離型剤スプレー�

シュー鋳型�
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格子�
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連続した格子�
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予熱炉� 充填板集積装置�

図4 連続鋳造極板の製造装置
Fig.4 Schematic of continuous casting machine

項　　　目� ブックモールド�
製造方式�

エキスパンド�
製造方式�

連続鋳造�
製造方式�

1. 設計面�
�

2. 製造面�

① 格子デザインの自由度�
② 縦枠格子�
① 薄型格子�
② 鉛シートの要否�
③ 極板生産性�
④ コスト�
⑤ 段替�
⑥ 格子トリミング屑の発生�
⑦ 充填ホッパーへのペースト戻し�
⑧ 充填板質量バラツキ�
⑨ 格子と活物質との密着性�

大�
可�
難�
不要�
低い�
高い�
容易�
有り�
有り�
大きい�
良い�

小�
不可�
容易�
要�
高い�
安い�
難�
有り�
無し�
小さい�
普通�

大�
可�
容易�
不要�
高い�
安い�
普通�
無し�
無し�
小さい�
普通�

表1　　  各種極板製造方式の比較 　　　　　　　　　　　　　　�
Table 1　Comparison of various manufacturing methods for plates



3.3 連続鋳造極板採用電池の特性

現在，連続鋳造極板はハイブリッドバッテリー及

びカルシウムバッテリーの負極板として採用されて

いる｡一例として55D23形電池の性能を表2に示す｡

電池質量は従来品（ブックモールド極板）に対して

約0.5kg軽くなっている｡図5に JIS 75℃ 軽負荷寿命

特性を示す｡従来品（ブックモールド極板）対比で

高率放電特性が若干ではあるが向上している｡これ

は，連続鋳造極板製造方式の導入に対応して，負極

活物質の利用率の向上を図ったことによるものであ

る｡

また，極板製法の違い，電池タイプの違い，質量

の変遷等を含めて，過去からの性能の流れを図6～

9に示す｡これから，自動車用電池の性能，軽量化

等の進歩がうかがえる｡
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ハイブリッド品（リーフ状セパレータ）�カルシウム品（袋状PEセパレータ）電　池�

項　目�
従来品

（＋BM/－BM）
軽量化品

（＋BM/－CC）
従来品

（＋BM/－BM）
軽量化品

（＋BM/－CC）
1
2
3
4

5
6
7
8

9

10
11
12
13

電池質量（kg）
5時間率容量（Ah）
20時間率容量（Ah）
高率放電特性
－15℃･300A
充電受入れ性（A）
RC（分）
CCA（A）
自己放電［40℃､28日間］
残存－15℃･300A持続（m:s）
定電圧充電減液（g）
［40℃､14.4V×28日間］
40℃ JIS重負荷寿命（回）
40℃ JIS軽負荷寿命（回）
75℃ JIS軽負荷寿命（回）
40℃ 過充電寿命（回）

持続時間（m:s）�
5秒目電圧（V）�

15.1 14.6 15.2 14.7
52.0 51.8 51.6 52.1
60.8 60.6 60.2 61.3
2:19 2:20 2:26 2:30
8.88 8.98 9.31 9.39
17.4 16.9 16.8 17.2
109 107 106 111
439 444 491 498
1:37 1:40 2:01 2:03

250 254 47 45

330 325 153 151
7500 7800 8700 9100
3500 3500 3550 3600
13 13 10 10

注）BM:ブックモールド鋳造極板、CC:連続鋳造極板

表2　　  連続鋳造極板採用電池の性能概要（55D23形）�
Table 2　Performance outline of batteries employing continuous-cast plates（type 55D23）�

Hyb（従来品）�
Hyb（軽量品）�
Ca（従来品）�
Ca（軽量品）�

Ca品�

Hyb品�

電池形式：55D23�
試験温度：75℃�
サイクル条件：放電　25A×4分�
　　　　　　　充電　14.8V×10分（25A MAX.）�
寿命判定条件：判定電流（356A）放電における�
　　　　　　　30秒目電圧が7.2Vに達した時�
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�

図5 75℃軽負荷寿命試験結果
Fig. 5 Results of shallow cycle endurance tests at 75℃



4. おわりに

本報では連続鋳造方式の技術面について紹介し

た｡弊社は，連続鋳造方式を国内で初めて実用化し

て以来 10年にわたり，品質向上，生産性向上に多

くの改善を重ねてきた｡現在では，世界的にも本方

式の完成度が高い電池メーカーと評価されている｡

自動車用バッテリーには，環境問題に対応するた

めの更なる軽量化，車両の電子化に対応するための

信頼性向上，タフネスアップが一層求められる時代

となっている｡このような時代に対応し，弊社独自

技術の連続鋳造方式極板を格段の軽量化，高出力化，

新型電池等に展開するため，新たな目標に向かって

研究開発を継続している｡
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Fig. 7 Change in the electric capacity per weight of

55D23 battery
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Fig. 8 Change in the cold cranking amps. (CCA) per weight

of 55D23 battery
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Fig. 9 Change in the shallow cycle endurance at 75℃ per

weight of 55D23 battery
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1. はじめに

鉛蓄電池は，19世紀に発明されて以来，その汎用

性，低コストという特徴から，ニッケル水素，リチ

ウムイオンといった新種の電池が，その勢力をのば

してきている現在でも，産業界において重要な役割

を担っている。

更に，最近の動向として，これら鉛蓄電池の特徴

を生かしつつも，いわゆるハイテク電池化すること

によって，新たな適用範囲の可能性を探る動きが見

られる。弊社では，そのハイテク化の一環として，

小容量制御弁式鉛蓄電池の端子溶接にレーザー光を

用い，電池内部の余剰空間を極限まで減らすことを

試みた。レーザー光を用いることで，局所的な加熱

が可能となり，部品間隔を小さくできるため，図1

に示すように極板群以外の余剰空間を従来の7割以

下にまで減らすことに成功した。その結果，体積エ

ネルギー密度を飛躍的に向上させることが可能とな

った。

本報では，レーザー溶接を鉛電池端子部の溶接に

適用した効果について述べた後，シミュレーション

技術を用いて溶接時の温度挙動を解析し，溶接条件

の確立を行なった結果について報告する。

2. レーザー溶接

2.1 溶接機

図2にレーザー溶接機の構成を示す。発振器にて

発振されたレーザー光は，光ファイバーにより射出

光学部に伝送される。射出光学部にて集光されたレ

ーザー光は，高エネルギーとなって加工物に照射さ

れ，溶接が行なわれる。
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図1 一般タイプと新型構造の比較
Fig. 1 Comparison of Battery Structure Between

Conventional and New Types

* 技術開発部

鉛電池端子のレーザー溶接とそのシミュレーション技術

Laser Welding for Lead-Acid Batteries Terminals and its Simulation Technique

飯塚博幸 ＊

Hiroyuki Iizuka

Abstract
In order to conduct terminal pole welding of lead-acid battery, laser welding was successfully
applied in place of conventional burner welding. It allows battery parts to be highly integrated and
enabled batteries energy density to be substantially raised. Thermal behavior during laser
welding was simulated with CAE(Computer Aided Engineering), and it was demonstrated that
simulation technique was essential to earn high quality of welding.



レーザー溶接の特徴として，高エネルギーを微小

スポットとして照射し，局部的に加工物を溶融させ

て溶接を行なうため，周囲への熱影響を最小限に抑

えることができることにある。1）2）

2.2 端子溶接への適用

電池の小型化のため，ブッシング高さを極限まで

小さくしようとした場合，加熱される部位と周囲の

樹脂までの距離が小さくなり，これまでのバーナー

溶接では，加熱中に樹脂までが融解し，電池の気密

性を悪化させてしまうことがある。気密性は，電池

の寿命に大きく影響するため，これまでは，ブッシ

ング高さを一定以上小さくするのが難しかった。

そこで新たに，これら端子の溶接にレーザー光を

用いることを試みた。レーザー光により，溶接した

い部分のみが集中的に加熱され，周囲樹脂への熱影

響は最小限に抑えられることが確認された。（図３）

その結果，ブッシング高さを，従来よりも大幅に小

さくすることが可能となった。

更に，より安定した溶接品質を得るために，シミ

ュレーションによる熱解析を行なうことで，レーザ

ー溶接の溶接条件を最適化することを試みた。次節

にその概要を記す。

3. シミュレーション解析

3.1 解析モデルの構築

解析を行なうに当たり，まず有限要素法による解

析のモデルを作成・解析し，その結果を実験結果と

比較することで，解析モデルの妥当性を検証した。

解析には，有限要素法（FEM: Finite Element

Method）による解析プログラム ANSYS Multi-

physicsを用いた。解析は，3次元モデルによる非定

常非線形の熱解析を行なった。解析の範囲は，溶接

される極柱とブッシング及び，ブッシング周囲の樹

脂とし，図4aに示すソリッドモデルを作成した。

このモデルについて，温度の自由度を持つ要素にて

要素分割を行ない，図4bの有限要素モデルを得た。

境界条件には，図5に示すように，レーザーでの

加熱を一つの要素に発熱として与え，これを一定時

間ごとに隣接する要素に移すことで，レーザー光に

よる移動照射加熱を表現した。放熱は，モデルの表

面に熱伝達係数を与え，周囲空気への熱移動とした。

本解析において輻射熱は無視し，鉛の溶解に伴う融

解熱（潜熱）は，鉛のエンタルピーを，温度に対し

非線形とすることで表現した。

溶接時のレーザー光の基本出力シーケンスを図6

に示す。このシーケンスは，レーザー光を極柱周り

に約2周させた加熱となっている。このシーケンス

にて解析を行ない，その結果を次に示す。
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図2 レーザー溶接機の構成
Fig. 2 Laser Welding System

バーナー溶接� レーザー溶接�

図3 端子部溶接方式
Fig. 3 Welding Form for Terminal Pole
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3.1 解析結果とその検証

図7に，解析結果として温度分布の経時変化を示

す。赤の範囲が，鉛の融点327℃以上になっている

範囲，つまり，その時点にて溶解している範囲を示

している。一方，図8には各時点までの最高温度を

記録した分布を示す。赤い範囲が，鉛の融点である

327℃以上になったことがある部分であり，その時

点までに溶接された範囲を示している。

図 7，8の緑色で示した範囲は，周囲樹脂の融点

である160℃以上の部分を示している。溶接の終盤

では，この160℃以上の範囲が，わずかに樹脂部分

にまで及んでいることから，この部分で樹脂の融解

が進行することが予想される。樹脂の融解が起こる

と，電池の気密性が損なわれ，電池性能が悪化する

恐れがある。この対策については，次節にて検討を

行なっている。

図9には，モデルを側面から見たときの溶接され

た範囲（鉛の融点以上になった範囲）を抜き出し，

赤色で示している。各時点，各位置での溶接の深さ

を見て取ることができる。

図10に，溶接が完了した時点での溶接深さを，

溶接開始位置からの角度ごとに求めた結果を，実測

値（溶接された極柱を切断して測定）と共に示す。

シミュレーション結果は，実測値とよく一致するこ

とが確認された。

図11に，周囲樹脂部分の温度の時間変化を求め

た結果を，実測値（温度センサーを樹脂部に挿入し

て測定）と共に示す。加熱点が円周上を移動するた

め，計測点と熱源との距離が変化し，両者共に階段

状の曲線となっている。この結果においても，シミ

ュレーションと実測値が，非常によく一致すること

が確認された。

以上のシミュレーション結果と実験値との比較か

ら，この解析モデルが，レーザー溶接時の温度挙動

を評価するのに妥当であることが証明された。

4. 溶接品質向上検討

前節にて行なった溶接シーケンスでは，図 10に

示すように，円周上の各地点での溶接深さが均一で

なく，特に 10°～ 90°の範囲では，必要な溶接深さ

鉛電池端子のレーザー溶接とそのシミュレーション技術
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（＝ 100％）が得られないことが確認された。その

対策として，全体のレーザー出力を上げたところ，

ブッシング周囲の樹脂までが融解してしまい，電池

の気密性が損なわれてしまうことが判った。そこで，

シミュレーション解析により，必要な溶接深さを得

ることと，周囲樹脂へ熱影響を及ぼさないことを両

立できる新たなシーケンスを求めることを試みた。

図12に，従来シーケンスと，シミュレーション

により最終的に求まった新シーケンスを示す。新シ

ーケンスの従来からの変更点は，先ず従来の 10°

～90°付近にあった不十分な溶接深さを解消するた

め，溶接2周目の最初のレーザー出力を上げ，更に

必要以上の加熱は抑えるため，その後の出力を徐々

に落としたことである。

新シーケンスでの，シミュレーション解析結果と

実際に溶接を行なった結果を以下に示す。

図13に，新シーケンスでシミュレーション解析

を行ない，溶接深さを求めた結果を示す。従来条件

と比較して溶接深さは均一になり，全周で必要溶接

深さ（＝100％）が得られた。更に，周囲の樹脂部

の最高温度は，従来よりも約 10℃低下するため，

樹脂が融解する可能性を小さくすることができた。

図14に，新シーケンスにて，実際の溶接を行な

い，溶接深さを測定したときのヒストグラムを，従

来シーケンスで同様に行なった結果と共に示す。従

来条件では，溶接深さのばらつきが大きく，必要値

を下回るものも見られていたが，新シーケンスでは，

溶接深さのばらつきが従来の半分以下にまで減少

し，全てのサンプルにおいて必要値を得ることがで

きた。

以上の結果から，レーザー溶接にて良好な溶接状

態を得るのには，シミュレーション技術が非常に有

効な手段であることが実証された。

5. 結言

鉛蓄電池端子部をレーザー溶接することにより，

電池部品の高集積化が可能となり，体積エネルギー

密度を飛躍的に向上させることに成功した。

レーザー溶接のシミュレーションモデルを構築

鉛電池端子のレーザー溶接とそのシミュレーション技術
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し，その温度挙動を明らかにした。

レーザー溶接にて良好な溶接状態を得るのには，

シミュレーション技術が，非常に有効な手段である

ことを実証した。
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1. はじめに

産業用制御弁式据置鉛蓄電池は，非常用設備，制

御用機器，通信機器及び医療機器などをはじめとす

る産業用機器のバックアップ用電源として幅広い分

野で使用されている。

弊社では，1983年からHSE形制御弁式据置鉛蓄

電池，1986年からMSE形制御弁式据置鉛蓄電池

（以下，MSE形蓄電池と言う）の販売を開始し，

1996年 4月には横置き式ユニットタイプのFMU形

制御弁式鉛蓄電池（以下，FMU形蓄電池と言う）

の販売を開始し，省スペース，施工時間短縮，保守

性向上などの理由から，広い分野で採用され，特に

携帯電話の中継局や基地局では，多くのユーザーに

採用されている。

近年，携帯電話の機能拡大（インターネットへの

対応他），加入台数の伸び並びにエリア拡大等に伴

い基地局，中継局の増設が急ピッチで進められてい

る。このような状況から，蓄電池の更なる省スペー

ス化，軽量化並びに長寿命化の要求が高まってき

た。

弊社では，1997年からFMU形蓄電池の更なる省

スペース化・軽量化並びに長寿命化に関する検討を

行い 2000年 4月にFMU-S形制御弁式据置鉛蓄電池

（以下，FMU-S形蓄電池と言う）を商品化した。そ

の内容について報告する。

2. 開発目標

1）寿命

寿命は，従来品（FMU形蓄電池）の 12年

（25℃）に対して，15年（25℃）を目標とした。

2）設置面積

組電池の設置面積は，従来品（FMU-1000＊24

個組）の約30％減の0.48m2以下とした。

3）質量

単電池質量は，従来品（FMU-A-500×2個）の

約 20％減の 57kg/1000Ahとし，ユニット電池質

量は従来品（FMU500-12V×2個）の約10％減の

390kg/6000Ahを目標とした。
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Development of Valve-Regulated Stationary Lead Acid Batteries(FMU-S Type) of High Performance

大出康樹 ＊ 若尾将士 ＊ 河内英樹 ＊ 細谷俊明 ＊

Yasuki Ooide Masashi Wakao Hideki Kawauchi Toshiaki Hosoya

飯塚博幸 ＊2

Hiroyuki Iizuka

Abstract
The authors have developed a new valve-regulated stationary lead acid battery for
telecommunications use ---the FMU-S type battery--- with long service life, lightweight, and small
footprint. Conventionally, the MSE type with a service life of seven to nine years or the FMU type
of unit construction with small footprint and long service life ---a service life of 12 years--- were
mainly used for industrial applications. 
The FMU-S battery has been improved through the reconsideration of the alloy composition of its
positive grid together with the upgrading of its overcharging I-V characteristics, thereby achieving
a service life of 15 years. 
As for construction, single cells of the FMU-S battery are united in a steel case to make unit cells,
which are subsequently stacked on a channel bar base to form a set cell. Since the floor load for
battery installation is limited, it is essential to reduce the weight of the set cell so that a small
footprint is realized. Through the weight reduction of single cell, steel case, and connecting parts, 
the mass and footprint of the FMU-S battery have been reduced to 86 % and 70 %, respectively,
compared with the conventional FMU battery. 

* 電池事業部　産業電池技術部

*2 技術開発部



スタンバイユースの蓄電池寿命は，正極板の格子

鉛量にほぼ比例する。

また，放電特性は，極板内の電圧降下の差を極力

小さくすることで，活物質の持つ性能を十分に引き

出すことが可能となる。

本開発品では，高耐食性Pb-Ca-Sn合金を採用し，

限られた鉛量を縦横の格子にどのように配分したら

極板の電圧ドロップを小さく出来るかを計算し，格

子のデザインを決定した。

3.1.3 過充電 I-V特性改善

浮動充電電流値を低減させるために，正/負極活

物質量比と浮動充電電流との関係を求めるため，下

記試験を行った。

試験方法は，正極活物質量を一定とし負極活物質

量を減らして正/負極活物質量比を大きくした時の

3. 目標達成の為の技術　

3.1 長寿命化技術

制御弁式据置鉛蓄電池の寿命モードには，「正極

格子の腐食」と「透湿による水分減少」がある。

制御弁式据置鉛蓄電池は，常に浮動充電（定電圧

充電）された状態で使用される。その間，浮動充電

電流によって正極格子が徐々に腐食し，寿命末期に

は格子の崩壊や活物質と格子の密着性低下により内

部抵抗が増大し放電性能が低下する。

従って，長寿命化を図るためには，正極格子の耐

食性向上と浮動充電電流の低減が有効である。

透湿による水分減少とは，使用中に蓄電池の電槽

から水分が徐々に透過する現象で，これにより内部

抵抗が増大し，放電性能が低下する。これは，電槽

に水分の透過し難い材質を選定することで改善でき

る。

3.1.1 正極格子合金の耐食性向上

制御弁式据置鉛蓄電池では，正極格子に自己放電

の少ないPb-Ca-Sn合金が使用されている。今回の

開発に当たり，Pb-Ca-Sn合金のCa，Sn量を変化さ

せ腐食試験を実施した。その結果を図1，図2，図3

に示す。

本試験の結果を基に高耐食性Pb-Ca-Sn合金を設

定し採用した。その結果，従来合金と比較して耐食

性が30％向上した。

3.1.2 格子デザイン

蓄電池の寿命及び放電性能は，格子のデザインに

よって大きく影響を受ける。
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図1 Sn量と腐食率の関係
Fig.1 Relationship between Sn and grid corrosion rate.
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Fig.2 Relationship between Ca and grid corrosion rate.
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Fig.3 Comparison of grid corrosion conventional alloy and

developeed alloy.



浮動充電電流の傾向について調査を実施した。本調

査結果を図4に示す。

図 4から正/負極活物質量比を大きくすると（負

極活物質量を少なくすると）浮動充電電流値が小さ

くなっていくことがわかる。これは，負極活物質量

を少なくすることにより，負極の電位が上昇しやす

くなり，負極過電圧が大きくなったことによる。

本開発品では従来品よりも正/負極活物質量比を

大きくすることにより浮動充電電流の低減を図っ

た。

充電電圧 2.23V/セル，雰囲気温度 25℃の一般的

な使用条件下において，浮動充電電流値は約20%低

減できた。

3.1.4 透湿

一般的に制御弁式鉛蓄電池の電槽には，ABS樹脂

やPP樹脂などが使用される。これらの合成樹脂は，

内側と外側の水蒸気圧に差がある場合，水蒸気圧の

高い方から低い方へと水蒸気が透過する。

ABS樹脂とPP樹脂の水蒸気透過率を図5に示す。

この図から明らかなとおりPP樹脂は，ABS樹脂と

比較し水蒸気が透過し難く，開発品の電槽材料には

PP樹脂を採用した。また，蓄電池の水分減少量と

容量には相関があり，水分減少率が5％以下であれ

ば容量には影響しない。水分減少量と容量の関係を

図６に示す。

電槽壁の厚さは電槽の必要強度から最終的には

3mmとし，下記の計算式から 15年使用した場合の

減液率を計算した。その結果，減液率（25℃，湿度

30％）は，最大0.7％で寿命には影響しないことが

確認できた。
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計算結果を表-1に示す。

減液量：Q=D×△P×S

Ｄ：水蒸気透過係数（g/ m2/24h）

Ｓ：蓄電池の表面積（m2）

△P：蓄電池内部と周囲の水蒸気圧の差圧

△P=P1/101300-H×Ew/100

P1：各温度における電解液の飽和水蒸気分圧

（Pa）

（安全を見て水の飽和水蒸気分圧Ewを用い

た。）

Ew：各温度における水の飽和水蒸気分圧（Pa）

（Ew＝1 . 7 0 / a t 1 5 ℃， 3 . 1 7 / a t 2 5 ℃，

5 . 6 2 / a t 3 5 ℃）

H：相対湿度（%）

3.2 小形・軽量化技術

3.2.1 正極活物質の利用率向上

厚い極板の中心付近は，放電が連続して行われる

と電解液の供給が追いつかなくなり，放電末期には

十分な電流を取り出すことが困難になる。これは，

中心部分に効率よく電解液を保持拡散することで改

善することが出来る。正極活物質密度と利用率の関

係について図７に示す。

そこで活物質を低密度化することで，活物質中に

より多くの微細な空間を形成して，電解液の保持拡

散性能を改善することが出来る。

しかし，製造時に低密度ペーストを基板へ充填し

ようとすると粘度が低く充填が困難となる。そのた

め，本開発品では，正極のペーストに添加剤を加え

ることにより，充填性を損なわずに極板活物質の利

用率UPを実現した。

3.2.2 極柱及びストラップの軽量化

極柱及びストラップは，蓄電池から電気を取り出

す重要な役割を果たす部分で，大電流放電や輸送・

地震の振動により破損を起こしてはならない。その

ため，ストラップ及び極柱を細分化して，大電流や

振動に対して必要な断面積や強度を計算し，過剰に

設計されている部分について改善を行い，蓄電池部

品の軽量化を図った。

また，設計の妥当性確認として大電流放電試験及

び振動試験を実施し，異常の認められないことを確

認した。
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図7 ペースト密度と正極活物質利用率の関係
Fig.7 The relationship between paste density and the

coefficient of utilization

FMU-S-500 FMU-S-1000
Relative
humidity

Temperature
20% 30% 40% 20% 30% 40%

15℃ 0.2% 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1%
25℃ 0.4% 0.3% 0.3% 0.4% 0.3% 0.3%
35℃ 0.7% 0.7% 0.6% 0.7% 0.6% 0.5%

表 1 15年間使用した時の減液率
Table 1 Electrolyte decrease rate after 15 years



4. 構造

4.1 単電池

今回開発したFMU-S-1000形蓄電池の外観を写真

1に，FMU-S-600形蓄電池の外観を写真2に，諸元

を表2に示す。

本開発品は，従来のFMU形蓄電池に比べ，FMU-

Sは質量エネルギ－密度が 13.2～ 15.8％向上した。

極柱端子には，従来のFMU形蓄電池と同様に黄銅

ナットインサート方式を採用し，施工性の確保をし

た。さらにFMU-S-1000,800では極柱の断面積を大

きくすることで，極柱本数を正・負極各 1本とし，

施工性向上を図った。

4.2 ユニット電池

ユニット電池（FMU-S-1000-12）の外観を写真3

に，諸元を表3に示す。

ユニット電池は 1ユニット当たり 6セル入りを標

準とし，従来のFMU形蓄電池の構造を踏まえ更な

る軽量化の為に，設計段階からCAE解析を行い構
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写真3 FMU-S-1000-12形ユニット電池外観
Photo.3 Overview of FMU-S-1000-12modular unit

Rated capacity [10hr](Ah) 500 600 1000 500
Nominal voltage (V) 2 2 2 2
Dimensions (mm) 167 167 316 157

160 160 160 124
399.5 459.5 399.5 548

Weight (kg) 29 35 57 33
Energy Density 34.5 34.3 35.1 30.3

Item FMU-S-500
(Developed)

FMU-S-600
(Developed)

FMU-S-1000
(Developed)

FMU-A-500
(Conventional)

[10hr]

Height
Width
Length

Wh/kg

表 2 単電池諸元
Table 2 Specifications of single cell

写真2 FMU-S-600形電池外観
Photo2 Overview of FMU-S-600battery

写真1 FMU-S-1000形電池外観
Photo.1 Overview of FMU-S-1000battery



造物の強度を確保しながら軽量化を行った。その結

果，FMU-S形蓄電池は質量エネルギ－密度が9.0～

14.9％向上した。さらに，従来のFMU形蓄電池は，

ユニット間連結部（応力集中する部分）に座金を用

いて組電池の強度UPを図っていたが，座金を使用

することによる施工時の作業性改善の要望が多いた

め，FMU-S形蓄電池用ユニットは，ユニット間連

結部の構造見直しを行い，座金を使用せずに同等の

強度を確保した。このことにより，設置時の施工ミ

ス及び施工性が改善された。

4.3 組電池

一例として，FMU-S-1000の 48V系組電池を図8

に，諸元を表4に示す。

組電池は，床面にアンカーボルトでチャンネルベ

ースを固定し，その上に数段のユニットを積み重ね

ユニット及びチャンネルベースをボルトで固定し一

体化する従来のFMU形蓄電池で定評のある方式を

採用した。

従来のFMU形蓄電池に比べ，FMU-S形蓄電池は

設置スペース（床面積）で68.5％と省スペース化を

実現した。

4.3.1 チャンネルベース

従来のFMU形蓄電池は，H鋼単独で数本並べた

形状を標準としていたが，FMU-S形蓄電池では，

チャンネルベースの強度UP及び施工性向上の為に

一体構造とした。

4.3.2 ユニット形キュービクル

蓄電池設備は原則として，不燃専用室に設けるよ

う消防法等で規定されているが，構造基準に適合し

たキュービクルに収納した場合は，機械室，屋上，

屋外などに設置することが可能となる。

そのためFMU-S形蓄電池は，前面以外を鉄板で

覆われている特徴を活かし，ユニットの組上げ後，

前面に扉をつけるだけで構造基準に適合したキュー

ビクルとして設置することが可能なユニット形キュ
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Dimensions (mm) 200 200 349 193
1067 1067 1067 849
444 504 444 577

Weight (kg) 200 238 380 218
Energy Density 30.0 30.3 31.6 27.5

Item FMU-S-500-12
(Developed)

FMU-S-600-12
(Developed)

FMU-S-1000-12
(Developed)

FMU-A-500-12
(Conventional)

[10hr]

Height
Width
Length

Wh/kg

表 3 ユニット電池諸元
Table 3 Specifications of modular unit

Arrangement 6×4 4×6×2
Dimensions 1496 1283

1067 1199
444 577

Weight (kg) 1550 1850
Floor space (m2) 0.474 0.692
Floor load (t/m2) 3.27 2.67

Item FMU-S-1000-12-24S FMU-A-1000-4-24S

Height
Width
Length

表 4 48V系組電池諸元
Table 4 Specifications for a battery group

(mm)

1067
407

13
96

10
0

34
9

1230

－� ＋�

図8 FMU-S-1000, 48V系組電池
Fig.8 48V, FMU-S-1000 battery group



ービクルも開発し，より多くの分野での使用を可能

とした。FMU-S-1000の 48V系組電池のキュービク

ルを写真4に示す。

5. 特性試験

5.1 初期性能

本開発品の特性試験を実施した結果を表5に示

す。

いずれの試験においても良好な性能を有している

ことが確認できた。

5.2 寿命性能

本開発品の寿命性能評価のため，高温加速寿命試

験を実施した。

試験方法としては，65℃雰囲気下で 2.23V/セル

の定電圧充電を行い，容量の推移を確認した。加速

寿命試験中の容量の推移を図9に示す。

蓄電池の寿命は，温度が 10℃上昇すると半減す
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�

表 5 特性試験結果
Table 5 Characteristics of FMU-S battery

試験項目
Test item

判定基準
Judgment standard

試験結果
Results

判定
Judgment

FMU-S
500

FMU-S
600

FMU-S
800

FMU-S
1000

10HR定格容量
Rated capacity

9.5h以上 10.24 10.30 10.27 10.22 ○�
�
4.75h以上 5.44 5.51 5.45 5.50 ↑�
�
2.97h以上 3.91 4.15 3.94 3.95 ↑�
�
1.03h以上 1.25 1.27 1.28 1.25 ↑�
�
0.48h以上 0.61 0.68 0.62 0.60 ↑�
�
 異常なし ← ← ← ↑�
�
�
�
 8.98 8.95 8.75 8.68h ↑�
�
�
 熱逸走 ← ← ← ↑
 せず�
�
 しみ上り ← ← ← ↑�
 なし�

各率放電
容量
Various 
rated 
capacity

最大放電電流試験
Max. current 
discharge test

容量保存性能試験
Charge retention 
test
耐熱逸走特性試験
Thermal runaway 
test
端子部耐久性試験
Terminal　endurance 
test

5HR
(0.16CA)
3HR
(0.23CA)
1HR
(0.6CA)
30MR
(1.0CA)

3CA×1分、6CA×5
秒通電し、極柱の溶
断･外観上の異常が
ないこと。�
25℃×90日後10HR
容量が8h以上のこ
と。�
熱逸走のないこと�

電解液のしみ上りの
ないこと。�

写真4 FMU-S用簡易キュービクル外観
Photo.4 Overview of cubicle type FMU-S



ることから，加速寿命試験の結果をもとに 25℃に

おける寿命を推定できる。FMU-S形蓄電池の温度

と寿命の関係を図10に示す。

蓄電池の実用寿命は，環境温度の変動，浮動充電

電圧の設定誤差や変動などの影響を受けるため，ベ

ンチ試験（加速寿命試験）の結果よりも短くなるこ

とが推定される。ここで，温度変動が平均値±

10deg，電圧変動が2.23V±1％変動した場合，蓄電

池寿命はベンチ試験からの推定結果よりも約 10％

短くなる。

本開発品では，実用上の温度や電圧の変動による

寿命の低下を考慮しても 25℃換算で 15年以上の寿

命を有することが確認できた。

5.3 組電池の耐震性

FMU-S-1000の 48V系組電池を用い耐震試験を行

った。地震はどの方向からどのような地震波が来る

か予想不可能な為，耐震試験にはランダムに3方向

同時加振する人工地震波を用いて加速度 5，8，10，

12（m/S2）の４回，その後ユニット間の連結ボルト

を増し締めし12（m/S2）を１回，計5回の試験を行

った。その試験体を写真5に示す。またそのときの

条件を表6に，試験体の固有振動数測定結果を表7

に示す。

試験終了後，目視にて構造物の材料破断・亀裂等

の確認を行ったが異常は認められなかった。また，

固有振動数は，構造物に損傷等の異常があった場合

大きく数値が減少するが，今回の試験では，最大

2.5Hzと僅かな減少であり使用上問題ないことが確
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図9 65℃加速寿命試験中の容量推移
Fig.9 Change of capacity during 65℃ accelerater floating

charge life test
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図10 温度と寿命の関係
Fig.10 Relationship between temperature and life

表 6 FMU-S-1000-12-24S 48V系組電池の耐震試験条件
Table 6 Conditions of earthquake proof test for 48V

FMU-S-1000-12-24S battery group

Test
order

1 5 5 2.5
2 8 8 4
3 10 10 5
4 12 12 6
5 12 12 6

Input　acceleration　(m/s2)
Horizontal

Vertical
DepthWidth

写真5 FMU-S-1000-12-24S耐震試験体外観
Photo.5 Overview of FMU-S-1000-12-24S battery group



認できた。また，耐震試験終了後に容量試験，及び

解体調査を行ったがいずれも異常が認められなかっ

た。

以上の結果から，FMU-S形蓄電池（組電池）は

水平方向12m/s2・鉛直方向6m/s2（震度7：阪神・

淡路大震災を想定）の耐震性能を有していることが

確認できた。

組電池の耐震試験と平行し，シミュレーションに

よる振動解析を行なった。解析には，有限要素法

（FEM:Finite Element Method）による解析プログラ

ムANSYS Multiphysicsを用い，モーダル解析，周

波数応答解析並びに静解析を実施した。

解析結果は，概ね実験結果と一致した。その解析

結果を以下に示す。

1）モーダル解析

１次，２次のモード形状と周波数を図11に示す。

奥行方向の固有振動数（１次モード）は，12.3Hz，

幅方向（2次モード）は14.1Hzであり，耐震試験に

おける固有振動数測定結果（加震前）の，奥行方向

12.0Hz，幅方向14.1Hzとほぼ一致した。

2）周波数応答解析

周波数伝達関数を求めた結果を図12，13に示す。

幅方向，奥行方向とも特に０～ 30Hzの比較的低周

波数側では，シミュレーション結果と，実測値は非

常によく一致するのが確認された。30Hz以上の範

囲では，接触・摩擦の影響によるものと思われる差

が生じているが，共振ピークの大きさ等，全体の傾

向は一致している。

3）静解析

組電池の幅方向，奥行方向に静的な荷重を加えた

時の，変形・応力解析結果を図14，15に示す。
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図11 モーダル解析結果
Fig.11 Result of modal analysis
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図12 波数応答解析結果（幅方向）
Fig.12 Result of Frequency Response Analysis (Width)
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図13 波数応答解析結果（奥行方向）
Fig.13 Result of Frequency Response Analysis(Depth)

1st. Mode(12.3Hz) 2nd. Mode(14.1Hz)

表 7 FMU-S-1000-12-24S 48V系組電池の固有振動数測定結果
Table 7 Results of natural frequencies measurement for 

48V FMU-S-1000-12-24S battery group

Natural frequencies (Hz)Test　order

Width Depth
Before 14.1 12.0
1 (5m/s2) 13.9 11.8
2 (8m/s2) 13.4 11.3
3 (10m/s2) 12.9 10.4
4 (12m/s2) 12.1 9.6
5 (12m/s2) 12.1 9.5
After fixed bolts again 12.8 10.0



なお解析モデルの材料物性は全て線形として扱っ

た。荷重が３ t以下の領域では，シミュレーション

結果と実測の歪み量はよく一致している。荷重が３

t以上になると実際には，塑性変形（材料の荷重-応

力の非線形性）が始まるため，解析結果との間には，

やや差が生じている。

また，最大応力は，いずれの場合もチャンネルベ

ースとの連結部に生じていることが確認された。

6. むすび

今回開発したFMU-S形蓄電池は，単電池，ユニ

ット電池（鉄ケース），組電池部品及び接続部品に

至るまで，省資源，省エネルギー，リサイクル等に

関して十分配慮した設計を行った。

その結果，組電池質量は，1000Ah×24個組で従

来品が 1850kgあるのに対し開発品は 1550kgであ

り，300kgの原材料を削減する事ができた。

また，活物質の利用率向上により，製造過程の化

成電気量の低減や，過充電 I-V特性の改善による浮

動充電電気量の 20％低減，更には長寿命化による

ライフサイクルコストの低減などを実現できた。

今回の開発を通じ，原材料・部品・製品設計・生

産・流通・使用の全行程にわたり，省資源・省エネ

ルギー・環境負荷の低減を配慮した製品開発の重要

性を再認識した。

今後は，サイクル特性の改善，活物質の利用率向

上及び劣化判定精度の向上等に取り組み，市場のニ

ーズに合った商品の開発を進めて行きたい。
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1. はじめに

通信・電力・防災等のバックアップ電源に使用さ

れる鉛蓄電池は，現在，負極吸収式の制御弁式（シ

ール形，VRLA）が主流になっている。これらの蓄

電池はフロート充電状態で使用され，正極で発生し

た酸素ガスが負極板上で吸収されてシール化が図ら

れるので，補水が不要なため，メンテナンス性など

に優れ広く使用されている。弊社は 1983年に製品

化し，1986年から容量 50～ 3000AhのMSEシリー

ズを開発して以来，長寿命タイプのFMU-Sまで，

タイプの異なる据置型VRLA電池を上市してきた。

これらのVRLAの寿命原因は主に正極格子腐食と減

液であるが，負極において極板の耳を溶接して形成

された導体部分（以下ストラップと呼ぶ）の腐食破

断は重欠陥である。

鉛電池は正・負極とストラップ・端子が全て鉛系

材料で構成されるので，リサイクル性に優れている

が，広範な電気化学的腐食環境にさらされる。

負極ストラップは腐食不安定領域に置かれるの

で，腐食要因と防食は重要である。負極ストラップ

腐食についての調査結果に基づいて，腐食の要因と

メカニズムについて考察したので報告する。

2. 負極ストラップ腐食機構と要因

負極ストラップ腐食事例・機構・要因が報告され

ている。1,2,3,4,5,6,7,8）それらは環境，使用条件に関連し

たものと，材質等に関連するものに大別される。以

下に，現在までに提案されている反応機構と要因に

ついて紹介する。

1）負極ストラップ腐食の熱力学的条件

VRLAの負極ストラップはカソード防食されない

貴な電位と高pHになり易い環境下にあり，硫酸鉛

の保護膜の機能が働かない熱力学的に不安定な状態

で9），酸素ガスのアタック等が加わり，腐食が促進

される。1）

2）環境，使用条件

VRLAの負極ストラップ部は気相部に露出してい

るために，液式電池のものとは異なり，表面をクリ

ープ現象によって這い上がってきた希硫酸が途中

で，Pbの酸化やPbOの中和によって消費または希
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制御弁式鉛蓄電池（VRLA）の負極ストラップ腐食に関する観察

Observations of Negative Strap Corrosion of Valve-regulated Lead Acid Batteries

阿部英俊 ＊，竹島修平 ＊

Hidetoshi Abe Shyuhei Takeshima

Abstract

Potential, H2SO4 concentration, and Sb contamination of negative straps of stationary valve-

regulated lead acid batteries are known to be major affecting factors of their corrosion. By using

batteries actually in-service measured were strap potentials through charge-discharge operations

and free acid concentrations on strap surfaces.The growth of intergranular corrosion was

oberved to be stopped by H2SO4-SiO2 gel applied onto strap,while substantial intergranular

cracks occurred and propagated from the tip of corrosion area after one year of float charging in

case of the comparative battery without gel. Electrochemical reactivity of Pb and varied Pb-Sb

alloys were studied by cyclicvoltammetry, which revealed that Sb even lesser than the solubility

limit enhanced the reactivity of Pb.
There observations strongly support essential roles of grain boundary onto the extraordinary
corrosion of negative strap.

* 技術開発部



釈されるので，硫酸の濃度が低い。更に，酸素ガス

の還元で生成するH2Oや PbOによりpHは上昇す

る。かつ液膜が薄いので電解液抵抗が大きい。フロ

ート充電中は正極で発生する酸素ガスと上記電解液

抵抗によりPb/PbSO4平衡電位よりも貴側にシフト

するのでカソード防食され難い。

また，電解液添加剤の硫酸ナトリウムのストラッ

プ部における加水分解によって，pHが増大し，鉛

と硫酸鉛の溶解性を増して腐食を促進する。3）以下

にストラップ上で起こる反応を示す。

・Pb,PbOと硫酸との反応による硫酸鉛と水の生

成

Pb + H2SO4→ PbSO4 + H2

Pb + 1/2O2→ PbO

PbO + H2SO4→ PbSO4 + H2O

・硫酸鉛の溶解及び再結晶による保護膜の崩壊

PbSO4（緻密）→Pb2+ + SO4
2-→PbSO4（粗大）

・アルカリ溶解：硫酸が供給されにくい腐食先端

部等での鉛の溶解反応

Pb + 1/2O2→ PbO

PbO + H2O → Pb(OH)2

Pb(OH)2→ Pb2+ + 2OH-

PbO + OH- → HPbO2
-

3）ストラップ材質

結晶粒径の影響については知られているが4），組

成については純鉛，Pb-Sn，Pb-Ca-Sn合金が用いら

れ，Sn量については2.0％以下が提案されている6）。

不純物のSbについては，Sbのストラップへの汚染

が腐食を促進すると言われている7.8）。その機構は

SbとPbが次のガルバニック置換反応で進むと考え

られる。腐食先端部でSbは酸化⇔還元を繰り返す

ため，消失することなくPbの腐食を促進する。反

応式を次に示す。

2Sb + 3/2O2 + 3H2SO4

→ 2Sb3+ + 3SO4
2- + 3H2O

2Sb3+ + 3Pb → 2Sb + 3Pb2+

Pb2+ + SO4
2- → PbSO4

以上に加えて，Ca3Sb2等の金属間化合物を生成す

る高Sb濃度では，化合物の優先溶解により腐食が

進行する。

3. 実使用電池の調査結果

3.1 負極ストラップの電位挙動

定電圧充電時の耳部，ストラップ側部，ストラッ

プ上部の電位を硫酸第1水銀の参照極を用いて測定

した。参照極の電解液組成は電池電解液組成と同一

にした。調査した実使用電池はMSEタイプである。

ストラップ腐食が見られるセルAと無いセルBを用

いた。参照極先端をストラップ各部に接触させ，周

囲温度 25℃下で 2.23V/セルのフロート電圧で充電

した。この参照極の構造を図1に示す。

セルA，Bの定電圧充電における正負極電位と負

極ストラップ上部の電位を図2に示す。負極電位

は－1010～－1040mVであるのに対して，ストラッ

プ上部は－ 970mVと約 40～ 70mV貴側にシフトし

ている。ストラップ腐食のセルAは負極電位が貴側

にシフトしているので，正極電位も貴側にシフトし，

正極側で酸素ガスを多く発生して腐食が進み易い状

態にある。
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Hg

Glass tube filled with epoxy resin

Pt wire
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Geled electrolyte

(Bridge)
Porus resin soaked by electrolyte

図1 実験に使用したVRLA用 Hg/Hg2SO4参照電極
Fig.1 Schematic structure of Hg/Hg2SO4 reference

electrode for VRLA.
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Fig.2 Potential distributions during float charging.



次に負極各部の電位を測定するために，参照極を

装着した。図3に定電流充電後，定電圧充電を行っ

た時の各部の電位変化を示す。定電流充電により，

強制的に酸素ガスを発生させて充電した時，負極電

位は卑側にシフトしているのに対して，負極極柱，

ストラップ（上部，側部），耳部の電位は急激に貴

側にシフトしている。このことは，ストラップ部で

酸素の再結合反応が起こっていることを示す。定電

圧充電に切り替えた後は，ストラップの電位は負極

電位に近づく。以上のことから，ストラップ部は正

極で発生する酸素ガスに大きく影響を受け易い状態

にあることが確認できた。

3.2 ストラップ表面の硫酸濃度

前述の酸素吸収反応などにより硫酸が消費される

様子を確認するため，電池2セルの負極ストラップ

上部の腐食生成物に含まれる硫酸濃度を測定した。

腐食層を採取，秤量した後，イオン交換水で抽出し

た液を分析し，硫酸濃度に換算した。また抽出量を

測定するために，残さを 80℃× 1Hr真空乾燥させ

質量を測定した。

№1 №2

硫酸濃度（％） ： 6.36    /  6.64

規定度（N） ： 1.356  /  1.417

比重（d/ 20℃）： 1.034  /  1.036

初期硫酸濃度は約10N（比重1.28以上）であるの

に対して，測定結果からはストラップ上面の硫酸濃

度が低下し，10倍近い希薄状態である。ストラップ

上部において，硫酸が消費されてSO4
2-がPbSO4に

なっていることが裏付けられた。

3.3 ストラップ腐食の形態

写真1に腐食が見られた負極ストラップ断面を示

す。この事例では，ストラップ上端から下部に向け

て粒界に沿って腐食が進んでいる様子が分かる。腐

食生成物を酢酸アンモニウムと酢酸で除去したスト

ラップ上面腐食部のSEM二次電子像を写真2に示

す。腐食生成物が除かれ，腐食が入った部分は内部

に通じる孔が多く見られるのに対して，腐食してい

ない部分は，平滑であった。

3.4 負極ストラップへの硫酸供給効果の確認実験

腐食がストラップの材質（合金組成，組織，Sb

量）と環境（硫酸供給，酸素ガス）により影響を受

けることが分かったので，腐食メカニズムを確認す

るため，硫酸ゲルを負極ストラップ上部に塗布して，

高濃度硫酸を固定することで，pHの上昇を抑えて

硫酸鉛の溶解度を抑制し，保護膜を維持する効果を

検討した。保護膜により酸素のアタックが防止され

て酸素の還元電位の影響を受け難くなるので，スト

ラップ上部は貴側に分極され難くなる。更に，硫酸
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写真1 腐食した負極ストラップ断面（化学エッチング
後）

Photo.1 Cross section of corroded negative strap after
chemical etching.

写真2 腐食層を除去した負極ストラップ上面形態
Photo.2 Surface of negative strap after eliminated

corrosion layer by ammonium acetate and acetic
acid.
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図3 CC及びCV充電中の正極，負極各部電位変化
Fig.3 Potential changes through CC and CV (float)

charging.



ゲルを極板群に接触させることにより，カソード防

食効果を受けられるようになる。

1）実験方法

負極ストラップ腐食している200Ahの回収電池を

2個準備した。

硫酸ゲルはシリカ分散液と濃硫酸からシリカ

12％になるように調整した。腐食の進んでいた電池

に硫酸ゲルを注液口から負極ストラップ上部と極板

群上部の一部が接触するように約 20cc注入し，固

定した。比較用セルには硫酸ゲルを注入しなかった。

これらのセルを 1年間，室温（約 2 3～ 2 5℃），

2.23Vでフロート充電を実施した。負極ストラップ

電位変化を測定するため，硫酸第1水銀の参照極を

設置した。試験セルを写真3に示す。試験終了後は，

負極ストラップを取り出し，腐食状態を実体顕微鏡，

断面を実体顕微鏡と腐食生成物からの金属鉛への還

元状態の有無を判断するために，電子顕微鏡の反射

電子組成像（BEI）で観察した。

2）ストラップ電位の測定結果

図4にストラップ電位変化を示す。硫酸ゲル処理

前は，腐食度合いが大きかった硫酸ゲル処理品のス

トラップ電位は腐食の軽微な未処理品より貴側にあ

ったが，硫酸ゲル塗布後は卑側にシフトし，より安

定した領域に入った。硫酸ゲルでストラップ表面を

覆ったことにより，酸素還元電位の影響を受け難く

なったものと推定される。

3）試験終了後のストラップの観察結果

写真4にストラップ断面の実体顕微鏡写真，写真

5及び6に反射電子像（BEI組成像）を示した。BEI

組成像においては化合物の平均原子量が高いほど明

るく写るので，明部は金属鉛，暗部は硫酸鉛，黒色

部は空間・隙間を示す。硫酸ゲル塗布品は表面が還

元され，また処理前に腐食によって形成されていた

亀裂内の硫酸鉛が海綿状の金属鉛に還元されている

ことが確認された。硫酸ゲルなし品はストラップの

腐食が進み，全体的に数百μmの非常に粗大な硫酸

鉛の結晶で覆われ，深さ方向には数mmにも及ぶ硫

酸鉛の詰まった亀裂が多数見られた。亀裂の先端で

は数百μmにも及ぶ応力腐食割れが多数観察され

た。これらは粒界に沿った割れであるのがマクロエ

ッチング観察により確認された。応力腐食割れによ
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化

Fig.4 Potential at negative strap during float charging at
2.23V.

写真3 観察窓と参照極を取付けたテストセル
左：ゲル処理，右：ゲルなし（参照電極除去）

Photo.3 Test cells with observational window and
reference electrode.

写真4 室温で1年間フロート充電した後の負極ストラッ
プ断面

Photo.4 Negative strap cross section after floatt charge
for 1 year at RT (23-25℃) 

Without gel

With gel



って生じた新たな亀裂が走り，これがストラップ破

断に至る腐食進行形態であることが推定された。

4）実験結果のまとめ

硫酸ゲル塗布により，ストラップ上部電位が卑側

にシフトし酸素ガスの遮断効果があること，腐食生

成物の硫酸鉛が海綿状鉛に還元されたことが確認で

きた。また，他方ゲルなし品においては腐食の進行

に伴って生成する硫酸鉛の体積膨張による応力の作

用で，粒界に沿った応力腐食割れを観察できた。

4. 電位走査法によるPb中のSb量の影響に
ついて

硫酸中における Pb合金のアノード反応（Pb→

Pb2+）に及ぼす Sb量の影響について調べた。Pb-

1.7％ Sb合金を，99.999％の純鉛で希釈し，Sb量

1.7ppm，50ppm，1700ppm，17000ppmの 4水準の

円柱状鋳造片を作り，樹脂に埋め込んだ後，エメリ

ー紙＃800まで研磨を施してサンプルとした。試料

面積は0.96cm2である。比重1.28/20℃の硫酸中で，

対極に白金を使用し，温度 25℃，走査範囲－ 700

～－1600mV vs Hg/Hg2SO4，走査速度100mV/min

の条件で電位走査を行った。2サイクル目のサイク

リックボルタムグラムを図5に示す。カソード反応

にもSbは影響しているが，アノード反応により顕

著に作用している。図6に Sb量とアノードピーク

面積（電気量）の関係を示す。固溶限以上の高濃度

で著しく増大しているが，固溶限内でもSb量に応

じて緩やかに増加している。Sb量の増加に伴って，

生成PbSO4被膜が多孔質になっているためと推定さ

れる。Pb-Sb合金の状態図からは，Sbの固溶範囲は

0.3wt％（50℃）10）であるが，固溶範囲内でも電気

量に差が認められたことから，粒界部にSbが偏在

しアノード反応に影響しているものと考える。

Pbマトリックスに対して，Sbの粒界における偏
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Fig.5 Cyclicvoltammograms on Pb-Sb compositions.
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Fig.6 Relationship between Sb contents and anodic peak
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写真5 硫酸ゲル処理した負極ストラップ断面SEM（反
射電子像）写真

Photo.5 SEM images (BEI) of H2SO4 gel treated negative
strap at cross section.

写真6 処理なしの負極ストラップ断面SEM（反射電子
像）写真

Photo.6 SEM images (BEI) of not-treated negative strap
at cross section.



在は，粒界が少なければ少ないほど，粒界部におけ

るSb濃度が相対的に高くなるので，大きな結晶粒

は望ましくないことが推測される。一般的な金属の

話として，不純物原子は粒界に偏析して，時には高

度に偏析すること，及び不純物の平均濃度が数

ppmでも粒界の局所的濃度は 10％に及ぶことは周

知である12）。 Pbの粒径とSbの粒内と粒界の存在比

率を仮定して粒界のSb濃度を算出した。粒径と粒

界における濃度の関係を図7に示す。平均濃度が

20ppmでも粒界における濃度が固溶限を超える条件

が存在しうる。今後，粒界の構造・組成についても

明らかにする必要がある。

5. まとめ

実使用電池を用いて，腐食要因とメカニズムにつ

いて調査し，次の知見が得られた。

1）ストラップ部のアノード側への分極と，スト

ラップ部の硫酸濃度が稀薄になっていたこと

から，カソード防食されない高pH下での腐食

メカニズムが裏付けられた。

2）腐食先端部の粒界に沿った応力腐食割れを起

こすメカニズムが確認できた。

3）負極ストラップ中のSbは，たとえ極低濃度で

あっても，粒界において高濃度に濃縮され，

腐食を促進するように働いていることが推測

された。

鉛電池は正・負極及び導体・端子全てが単一鉛系

材料で構成され，リサイクル性に優れているが，負

極ストラップの鉛は電位・pH的に腐食されやすい

環境にある。今後，軽量化・長寿命化が益々要求さ

れ，電池の実用環境も高温化・空調レスなどの厳し

い場面も多いので，ストラップ腐食に関する研究は

今後とも高信頼性・長寿命電池にとって重要な課題

である。
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1. はじめに

インバータ駆動のエレベータが世の中に登場して

から、約 15年が経過し、この間にこのエレベータ

が省エネに寄与したものは非常に大きいものがある

と考える。

しかしながら、巻上モータが発電機として動作す

る際（下げ荷運転時）に発生する回生電力の処理に

ついては、ほとんどの種類のエレベータでは熱に換

えて空気中に放散させており、エネルギーを無駄に

消費しているのが実情である。

今回、フジテック株式会社殿と弊社が共同で、世

界で初めて実用化した「エレベータ電力アシスト用

電源装置」はこの点に着目し、下げ荷運転時に発生

する回生電力を充放電が可能な高性能電池に貯えて

おき、貯えた電力を、巻上モータが駆動力を発生す

る時（上げ荷運転）に有効利用することで、全体の

消費電力を削減しようとするものである。

2. エレベータの回生電力

2.1 回生電力の発生

通常のロープ式エレベータは、巻上機を介して、

かごの反対側に釣り合い重りを配置したつるべ構造

をとっており、定格積載の40～50%の荷重でバラン

スするように、釣り合い重りが調節されている。

したがって、かごが満員で上昇する場合や空で下

降する場合は、位置エネルギーを増大させる必要が

あり、この増加エネルギー分は、電源からインバー

タを通じて巻上モータに供給される。このような運

転モードを「上げ荷運転」と呼ぶ。（図1参照）
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Development of Battery Power Conversion System for Elevator Power Assist
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Abstract
Now a days, energy saving which is a part of environmental protection for the earth is promoted
increasingly. In the case of elevator, replacement of independent driven motor by high efficiency
inverter has been progressed and this has been quite successful in promoting the energy saving
of elevator system. However the reduction of AC input power of elevator power is limited. So, we
have developed the additional battery power conversion system for assisting elevator power to
reduce the AC input power.

図1 上げ荷運転時のパワーフロー
Fig. 1 Power flow during elevator cage lift-up
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逆に、かごが空で上昇を行う場合や、満員で下降

する場合は、位置エネルギーを減少させることにな

り、減少した位置エネルギー分は巻上モータで電気

エネルギー（電力）に変換され、インバータに戻っ

てくる。

このような場合の運転モードを「下げ荷運転」と

呼び、インバータに戻される電力を「回生電力」と

呼ぶ。この回生電力は、何らかの形で処理してやら

ねば、インバータ中間段の電圧が上昇し、制御素子

破壊に至ってしまう。（図2参照）

2.2 回生電力の処理

回生電力の処理方法として、従来は、

a） トランジスタ使用の電源回生可能コンバータ

を用いて、電源側に返す。（図3参照）

b）抵抗で処理し、熱に変換して空気中に放散す

る。（図4参照）

等の方式が用いられ、前者は主として高層ビル用

の高速エレベータに、後者は中低層ビル用エレベー

タに適用されてきた。

前者の「電源回生可能コンバータ」は、①変換効

率が高い、②低次高調波含有率が小さい、③力率を

ほぼ1とすることができる等、非常に優れた方式で

ある。その反面、装置コストが抵抗消費方式に比べ

て高くなるので、小容量のエレベータには適用し難

いという欠点がある。

一方、後者の「抵抗消費方式」は制御が簡単で、

装置コストが低い反面、回生電力を無駄にしたり、

機械室発熱量の増加を伴う等の問題点を持つ。

3. エレベータ電力アシスト用電源装置

今回、両社で開発した「エレベータ電力アシスト

用電源装置」（以下、本システム）は、新しい回生

電力処理方式で、

1） 有害物質を含まない「ニッケル水素電池（以

下Ni-MH電池と称す）」を使用している。

2） 回生電力を電池に貯えるので、機械室発熱量

が抵抗消費方式に比べて小さい。

3） 電池に貯えたエネルギーを上げ荷時に消費し、

その分、電源電流を小さくすることができるの

で、消費電力量や電源容量を小さくすることが

可能。

4） 既設のインバータ駆動のエレベータにも設置

できる。

5） 電池に貯えたエネルギーにより、停電時でも

救出運転が可能。

等の特長を持っている。

また、本システムは、図5に示すように、Ni-MH

電池、電流可逆コンバータ及びバッテリモニタから

構成されている。以下本システムについて解説す

る。
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図3 トランジスタ・コンバータによる電源回生
Fig. 3 Electric power regeneration using transistor

converter
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図4 抵抗による回生電力の吸収
Fig.4 Absorption of regenerated electric power using

resistor
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3.1 Ni-MH電池

Ni-MH電池は、ノート型パソコン等携帯機器の電

源用途の他、最近ではパワー用途として、ハイブリ

ッドカーにも用いられている充放電可能な電池で、

1） 有害物質を含まないクリーンな電池である。

2） 大電流での充放電ができる。

等の特長を持った高性能電池である。

本装置で用いているNi-MH電池は、単一形を 10

本直列接続したものを1パックとしており、更にこ

のパックをモータ容量に応じて直列接続して使用し

ている。パック電池の仕様を表1に示す。

3.2 電流可逆コンバータ

図5から分かるように、電流可逆コンバータ（以

下、本装置）は「昇降圧チョッパ回路」となってお

り、エレベータが下げ荷運転の場合、本装置は降圧

チョッパとして動作することで充電器として働き、

インバータから返ってきた回生エネルギーをNi-MH

電池に充電する。また、上げ荷運転の場合は、本装

置を昇圧チョッパとして動作させることで放電器と

して働き、Ni-MH電池に貯えられたエネルギーを積

極的にインバータ側に供給し、エレベータを駆動す

る。

一方、商用電力が正常でエレベータ停止時の場合、

にも、本装置を降圧チョッパとして動作することで

充電器として働くが、このときは商用電力を整流し

た電力を、電流を制限しながらNi-MH電池に充電

するのに用いられる。

これらの動作をシステム制御ブロックに表したの

が図6である。

本システムでは、中間段電圧 vDCが中間段電圧指

令vDC
*と一致するよう制御を行う、電圧制御ループ

が基本であるが、更に制御応答を改善するために、

電流マイナーループが設置される。

ここで、エレベータが下げ荷運転時は、中間段電

圧が回生エネルギーによって指令電圧より高くなろ

うとする。その結果、Ni-MH電池に流れる電流 iLは

正極性（図5の➞➞方向の電流）で、Ni-MH電池を充

電する方向の電流となる。
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図5 エレベータ電力アシスト用電源装置の構成
Fig. 5 Configuration of battery power conversion system for assisting elevator power supply

制御回路�

巻上�
モータ�

電源�

バ�
ッ�
テ�
リ�
電�
圧�
モ�
ニ�
タ�

電�
流�
帰�
還�
信�
号�

中�
間�

電�

帰�
還�

号�

Ｉ�
Ｇ�
Ｂ�
Ｔ�
駆�
動�
信�
号�

Tr1

Tr2
Ni-MH
電池�

Ｌ�
電流�
センサ�

Ｃ�

段�

圧�

信�

イ

i L

G G
Kpwm

L
1

C
1vDC

v DC

i L

L i C

リミッタ� PWM

v(s) i(s)*
i L v*

s s

表1 電池パック仕様
Table 1 Specifications of battery pack

 公称容量 公称電圧 最大充放電電流 寸法�

 6.5Ah 12V 40A 400(W)×60(H)×40(D)mm

図6 システム制御ブロック
Fig. 6 Block diagram of control system



同様に、エレベータが上げ荷運転時には、iLは、

図5の矢印とは反対方向の電流となり、Ni-MH電池

に貯えられたエネルギーを放出させるように働く。

3.3 バッテリーモニタ

エレベータが上昇・下降を繰り返す場合、上げ荷

運転で消費する総電力量と、下げ荷運転で返ってく

る総回生電力量を比べると、変換器の変換ロスや機

械ロス等の存在から、必ず消費される総電力量の方

が大きくなる。

このことは、積極的に充電しないと、電池の充電

量が長時間の内に徐々に減り、ついには空になって

しまうことを示す。

また、一般的に充放電可能な電池セルを直列接続

して、充電・放電を繰り返して使用すると、それぞ

れのセルの容量がばらついてくるが、そのままでさ

らに充電・放電を続けると、電池の寿命を損なう恐

れがある。

本システムには、このような劣化を防ぐために、

Ni-MH電池の容量を常時監視・制御する、「バッテ

リーモニタ機能」を持たせている。

このバッテリーモニタにより、

a） 全体の容量が所定の範囲を超える場合には、

充電のみの運転、放電のみの運転、エレベータ

停止時のアイドリング充電等を使い分け、容量

を絶えず適正範囲に収めるように制御する。

b） セルごとの容量のばらつきが所定値を超える

と、強制的にすべての電池の容量を 100%にす

るような制御（プリセット）が行われ、電池の

劣化を抑える。

等、Ni-MH電池の性能を常時最大限に引き出せる

ような、充放電制御が行われるようになっている。

4. 試作試験結果

エレベータの一連の動作を実機で確認するタワー

テストの前に、研究室レベルで確認できる、縮小モ

デルによるエレベータ・シミュレーション試験結果

の一例を図7に示す。この場合は、モータ容量5kW

をバッテリのみで賄うことを想定したものであり、

本装置が起動してから、エレベータ停止、駆動そし

て回生、さらに停止と一連の動作の中で、駆動電力

及び回生電力をバッテリのみで処理できることが確

認できた。

縮小モデルでの結果を受けて本装置の一次試作機

を製作し、実機のエレベータで一連の動作を確認す

るタワーテストを行った結果の一例を図8に示す。

この場合も、モータ容量 5kWをバッテリのみで賄

うことを想定したものであり、単一形のバッテリで

エレベータの繰り返し運転ができることを目の当た

りにして感動するとともに、実用化の自信を深め

た。

5. 実用化モデル

ところで、パック電池1本当たりで扱える最大電

力は、パック電池の電圧と最大電流の積となり、そ

れぞれ12V、40Aなので、概ね500Wとなる。
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図7 エレベータ・シミュレーション試験結果の例
Fig. 7 Test results of elevator operation using a simulator
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仮に、上げ荷運転時の巻上装置の消費電力が

3.7kW、下げ荷時の回生電力が2.0kWのエレベータ

に、パック電池を4本適用した場合を考えてみる。

上げ荷運転時には、Ni-MH電池は放電動作を行う。

ところが、供給可能な電力は、パック数が4本なの

で2.0kWである。このような場合、パック電池全体

からは2.0kWを供給し、不足分の1.7kW分が電源か

ら供給されることとなる。

下げ荷運転時には、2.0kWの回生電力が返ってく

るのに対し、パック電池全体が吸収できる電力は

2.0kWなので、回生電力をすべて吸収することが可

能である。ただし、減速時には、2.0kWを上回る回

生電力が発生するので、この場合には、補助的に設

置された抵抗により電力吸収を行う。

図6のリミッタは、上述のように、電池で扱う電

力を制限するため、電池に流れる電流を許容最大電

流である40Aに制限するものである。

本システムを設置することによって、1.7kWに削

減され、省電力を実現していることが分かる。

本例での、上げ荷・下げ荷それぞれの運転時のパ

ワーフローの概略を図9、図10に、また、電力パタ

ーンを図11に示す。図11では、＋側の電力はエレ

ベータが消費する電力、－側の電力はエレベータか

らの回生電力であることを示す。

6. エレベータ電力アシスト用電源装置の
有効性

6.1 省電力

これまでも述べてきたように、本システムを設置

することで、上げ荷運転時に電源から供給される電

力を削減することができる。

例として、定格積載600kg、60m/minのエレベー

タの省電力量を試算すると、年間約1,000kWhの削

減が可能で、この値は、このエレベータが消費する

総電力量の概ね20%に相当する。これを電力料金に

換算すると、1kWh当たり25円として、25,000円の

ランニングコストの削減が可能となる。ただし、運
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Fig. 10 Power flow during elevator cage lift-down using the
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図9 本システムを使用した場合の「上げ荷運転時」の
パワーフロー

Fig. 9 Power flow during elevator cage lift-up using the
developed system
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転条件は1人乗りの上昇下降で、運転頻度は1分間2

回起動、1回の走行時間は15sec、1日10時間稼働と

した。

6.2 停電時の救出運転

エレベータが走行中に万一停電が発生すると、急

停止となり、乗っている乗客は缶詰状態となってし

まう。このことを防止するため、従来から、停電時

救出運転装置が設置されてきた。しかし、このよう

な装置には、省電力に関する考慮がなされていな

い。

エレベータ電力アシスト用電源装置は、図12に

示すようなインバータ回路を装備しており、停電時

にはNi-MH電池を電源として、インバータへの給

電、制御回路への給電が可能なため、停電時でもエ

レベータを最寄階まで運転して、乗客を救出するこ

とができる。したがって、エレベータ電力アシスト

用電源装置を設置すると、従来の停電時救出運転機

能を包含することが可能となる。

6.3 環境負荷の低減

環境 ISOと呼ばれている「ISO14001」では、省電

力・省資源のみならず、廃棄時の環境負荷の軽減プ

ログラムについても要求している。

この点についても、電池の解説で述べたように、

Ni-MH電池は有害物質を含まない上、ニッケルを再

利用することも可能な電池で、時代の要求を満たし

ている電池であるといえる。

7. おわりに

今、環境保全に係わる諸施策の要求はますます大

きくなることは確実である。

このような中で、今回開発した「エレベータ電力

アシスト用電源装置」は、今後の省エネ・省資源・

リサイクルを推進する業界のニーズに答える一つの

提案であると考える。

現在弊社は、この開発を更なる用途に拡大すべく

新たなニーズに挑戦しているところである。

最後に、本稿の執筆に当たり、フジテック株式会

社殿のご好意により、業界誌に発表された寄稿文を

参照させていただいた。合わせて、共同開発したフ

ジテック株式会社研究開発本部・岡田主管殿、吉野

主務殿他、担当の方々に御礼を申し上げる。
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1. はじめに

人工衛星ミッションの多目的化，運用期間の長期

化，打ち上げ時のコストダウン等の理由から，衛星

用電池は軽量化・小型化が望まれている。

一方，リチウムイオン電池（LIB）は携帯機器の

急速な市場拡大に伴って急成長している電池であ

り，従来のアルカリ電池と比べて高電圧で，エネル

ギー密度が大きいことが特長である。

現在，エネルギー密度の高い衛星用電池として，

LIBが国内外で研究開発されている。1998年，Y.

Sone等により市販の小形LIBを用いて，衛星運用条

件下でサイクル特性が評価され，当該電池が衛星電

池として使用できる可能性が提案された 1）。Chad

O.Kelly等により試作された角形LIBは50％DODサ

イクルで1040サイクル以上が，25％DODサイクル

で2780サイクル以上の特性が報告されている 2）。国

内では 1999年にH. Yoshida等により開発されたオ

ーバル形状衛星用LIBは，放電深度 100％，25％，

７％，１％のサイクル試験の途中経過から65％

DODサイクルの寿命は1800サイクルが見込め，

2000サイクルを超えた25％DODサイクル評価か

ら，25％DODサイクル寿命は 30000サイクルを達

成する見込みと報告している 3）。又，H.Saito等によ

る衛星用円筒形 LIBは 40％DODサイクル試験で

3500サイクルを超える実績が報告されている 4）。

弊社は，1971年以来，多数のニッケル・カドミウ

ム電池（Ni-Cd）を人工衛星に搭載してきた。又，

1998年，世界初のニッケル・水素電池（Ni-MH）を

搭載した科学衛星5）が打上げられ，現在火星に向か

って飛行を続けている6）。これらのR&Dと製造実

績に基づき，1996年以来，合成樹脂電槽を使用した

角形LIB7）を始め，アルミニウム合金電槽，ステン

レス電槽を使用した角形電池を開発し，当該電池の

基本特性と衛星負荷との適合性を調査した。耐振動，

耐衝撃性等の機械設計とアルカリ電池で実績のある

セラミックシール技術をLIB用にモディファイして

耐真空・高気密性を有する 13Ah級の角形衛星用

LIBを1999年度に開発した。

2. 衛星用電池の特徴

電池の使用条件は衛星のミッションにより大きく

異なる。地球静止軌道上にある衛星，いわゆる静止

衛星（GEO）の場合には，春分・秋分前後の 22日

間程度の期間は衛星が地球の影に入るため，この食

期間だけ電池電力が必要となる。また，高度500～
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Development of Li Ion Cells for Satellite Applications
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Masahiro Yamamoto Akira Takamuku Hiroki Ooto Shigeru Sakai

Abstract
Based on affluent R&D and production experiences of both Ni-Cd and Ni-MH cells for space and
satellite applications, lithium ion secondary cells were developed. Prismatic cells encapsulated
with plastics cases have been cycle-tested in continuation by test modes simulated for
Geostationary Orbit Satellite (GEO) and Low Earth Orbit Satellite (LEO) since 1996. Hermetic
cells with 14.5 Ah capacity were developed in thin-walled SUS casing with specially designed
ceramic-sealed terminals.
Lithium ion cells were demonstrated having energy density more than two times above the
conventional cells along with long-life and reliability performance through varied electric and
mechanical testing. Cycle life over 3800 in GEO mode doubled GEO target and one passing
15000 in continuation of test suggests to meet with LEO's ultimate target.
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2000km程度の軌道を周回する，いわゆる低軌道衛

星（LEO）の場合には，1日に十数回程度の食期間

があり，その度に電池電力が使用されるなど，電池

に要求される充・放電の回数や，運用方法，使用期

間が異なる。

又，人工衛星に搭載される電池は，要求負荷に安

定的に電力を供給することは当然であるが，打上げ

からミッション終了までの電池を取り巻く環境下で

常に最良の状態にある必要がある。衛星用電池に要

求される耐環境特性は以下の通りである 4）。

1）機械的環境特性

・ロケット打上げ時の耐ランダム振動

・ロケット分離，衛星分離，太陽電池パドル展開

時等の耐衝撃性

2）その他の環境特性

・真空環境での密閉性

・宇宙放射線耐性

3. 衛星用リチウムイオン電池の開発

3.1 リチウムイオン電池の特徴

LIBは，公称電圧3.6Vで，質量エネルギー密度が

高く，従来，人工衛星で使用されているNi-Cd電池，

Ni-MH電池（公称電圧 1.2V，質量エネルギー密度

20～ 45Wh/kg）に比べ，衛星の軽量化に大きく寄

与する。衛星質量の軽量化は，打上げコストを低減

する要件であり，又は軽減された質量を有効利用し

て，従来電池では不可能であったミッションを可能

とすることが期待されている。電池電圧が高いこと

は，同一のバッテリー電圧を得るための電池数が従

来電池に比べて1/3と減少し，信頼性向上にも寄与

する。又，バッテリー電圧を高く設定することも可

能で，負荷電流を低減させ，電圧変動の小さい電源

構成が期待できる。

3.2 衛星用リチウムイオン電池の開発目標

表1に衛星用LIBの開発目標を示す。小形円筒電

池の技術をベースに，電池容量，電槽材料，電池形

状の各因子について環境設計，熱設計を見直し，高

信頼性及び長寿命の電池として，質量エネルギー密

度 120Wh／ kg以上，サイクル寿命はGEO条件で

2000サイクル以上，LEO条件で30000サイクル以上

と，Ni-MH電池のほぼ2倍の電池特性を目標とした。

3.3 合成樹脂電槽リチウムイオン電池による特性

検討

負極活物質に黒鉛系材料（GIC），正極活物質に

リチウム含有層状化合物（LiMO2），電解液はプロ

ピレンカーボネート（PC）をベースとする有機電

解液と，合成樹脂電槽を用いて 10Wh級及び 14Wh

級の角形LIBで，諸特性及びサイクル特性を評価し

た。図1は10Wh級LIBの100％DODのサイクル寿

命試験の特性を示す。充電は4.1V×2.5h（最大1CA）
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Items

Rated Voltage (V)
Rated Capacity (Ah)
Specific Energy (Wh/kg)
Volumetric Energy
　Density (Wh/L)
Cycle Life
(サイクル)
Available
　Temperature (℃)
Operation Life (yrs)

3.6
～25
>120

>240

>2 k
>30 k

-20～45

10

1.2
～30
>27

>90

>1 k
>20 k

0～35

5

1.2
15
45

120

>1 k
>15 k

0～35

5

LIB
Target

衛星用
Ni-Cd

衛星用
Ni-MH

in GEO
in LEO

表1 衛星用リチウムイオン電池の開発目標
Table 1 Developmental Targets of Li Ion Cells for 

Satellite Applications.
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Fig.1 Capacity and Energy Efficiency of 2.6 Ah Li Ion
Cells during Cycle Test at of 100 %DOD



とし，放電は0.5CAで2.75Vまで行うサイクルを繰

り返す評価は3.5年余を過ぎ，5400サイクルを超え

て尚，初期容量の 62％以上の放電容量を維持し，

良好なサイクル特性を有している。

図2はGEO条件を模擬した 10Wh級LIBの 65％

DODサイクル寿命試験の特性と，LEO条件を模擬

した 14Wh級LIBの 33％DODサイクル寿命試験の

特性を示す。横軸はサイクル数，縦軸は放電終了時

の電圧（EVoD）と完全放電容量を示す。

GEO条件の評価は，3.5年余を過ぎて尚，継続中

で，4000サイクルを超え，GEO条件の開発目標を

達成している。EVoDは略 3.45Vの高い電圧と，電

池容量も初期容量の 72％を超え，良好なサイクル

特性を維持している。

一方，LEO条件の評価は試験開始から3年が経過

し，該充放電サイクルは15000サイクルに達してい

る。500サイクル毎に実施している 100%DOD放電

容量の推移から，開発目標の30000サイクル達成の

見通しを得ている。

図3は前出のサイクル特性試験の途中経過から

DODと予想寿命の関係を求めたものである。90％

DODのデータは，100％DODサイクル試験の結果

を用いて，電池容量が初期容量の90%まで低下した

時のサイクル数を90％DODサイクルにおける寿命

特性と仮定した。

DODとサイクル寿命には相関が見られ，指数近

似曲線と良い一致が確認できた。

又，本評価はLEO条件として33％DODで実施し

たが，多くの LEOでは 25％ DOD以下が多く，

25％DODの場合，40000サイクルを超えるサイク

ル寿命が期待される。

3.4 金属電槽を使用した衛星用リチウムイオン電

池の開発

3.3項の特性検討電池の電極構成をベースに改良

し，高真空・気密設計，機械環境設計を図って実用

性のある衛星用LIBを開発した。開発電池の諸元を

表2に，写真1に外観を示す。この電池の開発目標

は公称容量が 13Ah以上，質量エネルギー密度が

85Wh/kg以上，体積エネルギー密度は 220Wh/l以

上である。

3.4.1 電池構成と特長

当該電池は衛星用電池として高い信頼性と実用性

を得る為に，電池寿命と機械環境耐性を優先した設

計と構成材料を選択した。当該電池の主な構成材料
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Fig.3 Relationship between Depth of Discharge and
Cycle Life of Li Ion Cells

Rated Capacity
Size  W×T×H

Mass
Specific Energy

Volumetric Energy Density

13.2 Ah
69.3×24.4×132 mm

570 g-max
>85 Wh/kg
>220 Wh/ l

表2 衛星用リチウムイオン電池の諸元
Table 2 Specification of Li Ion Cells for Satellite.



を下記に示す。負極活物質に採用した人造黒鉛は優

れたサイクル特性を有し，特に電解液にPCを使用

できることから低温特性にも優れる。電極のフラッ

トスパイラル構造は充放電時の極板内部歪を吸収し

て安定したサイクル特性と機械的強度を発揮する。

・正極活物質･･･LiCoO2

サイクル寿命特性に優れる

・電解液　　･･･PCベース電解液

低温特性に優れる

・負極活物質･･･フルドコークス系人造黒鉛

サイクル寿命特性に優れ，PC系電解液に好

適

・セパレータ･･･厚膜ポリプロピレン多孔膜

熱安定性が比較的高く，機械的強度が高い

・電極群形状･･･フラットスパイラル構造

機械的強度が高く，又，熱管理が容易（シー

トヒータの取付けが容易）

・電槽　　　･･･0.4mm厚さステンレス鋼

衛星電池の実績が豊富

・極柱封口　･･･改良特殊セラミックシール

高い気密性と機械強度を両立　

・電槽形状　･･･角形形状

熱管理及び組電池化が容易

図4に開発電池の構造を示す。

3.4.2 電池特性

1）放電特性

環境温度 10℃で 0.2CAから 2CAの電流で放電し

た放電電圧曲線を図5に示す。充電は最大電流1CA

で，4.1V定電圧で2.5時間とし，充電後，電池温度

が 10℃に達してから放電を行った。0.2CAでは

14.5Ahの容量が得られた。

放電電流の増加に伴い，放電電圧は電池の内部抵

抗に見合って低下するが，1CA放電でもほぼ3.6Vの

放電中間電圧が得られている。放電容量はほとんど

低下しない。

2）温度特性

-20℃から10℃までの種々の環境温度で放電した
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写真1 衛星用13Ah級リチウムイオン電池の外観
Phot 1 External View of a 13 Ah Class Li Ion Cell for

Satellite.
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図4 衛星用角形リチウムイオン電池の内部構造
Fig.4 Cross Sectional View of a Li Ion Cell for Satellite.
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放電電圧曲線を図6に示す。充電は10℃で行い，最

大電流0.5CA，4.1V定電圧で3.0時間で行った。

10～－ 10℃まで，環境温度の低下に伴い，放電

電圧は低下するが，放電容量は変化せず，－ 10℃

の容量と10℃容量はほぼ等しい。

3）サイクル特性

65％DODの充放電サイクル特性を図7に示す。

評価開始から870サイクルが経過し，順調に推移し

ている。放電終了時電圧（EVoD）の低下は前出の

合成樹脂電槽の特性検討電池（10Wh級）に比し，

更に小さい傾向にある。これは電解液中の遊離酸，

水分を極限まで除去した電解液と，電槽を気密性の

高い金属電槽と，端子部のシール方法を宇宙仕様と

し，水分等の外的要因を排除したことによる。当該

電池は，特性検討電池と同等以上の高いサイクル特

性が期待できる。

4）機械環境特性

衛星用電池に要求される機械環境強度は，衛星を

打上げるロケットのタイプ，規模により異なり，一

般に液体燃料ロケットより固体燃料ロケットの方が

高い耐性が要求される。本調査では世界最大級の固

体燃料ロケットを想定し，ランダム振動と落下衝撃

時の影響を調査した。

ランダム振動条件を表3に，落下衝撃条件を表4

に示す。調査は，電池を1CAで放電させながら，ラ

ンダム振動及び落下衝撃を加えて，放電中の電池電

圧の変化（異常低下，脈動）の有無を調査した。

ランダム振動を加振中の放電電圧と放電電流を図

8に，落下衝撃を加えながら放電した放電電圧と放

電電流を図9に示す。

調査の結果，ランダム振動及び落下衝撃を加えて

も放電電圧，放電電流に変化，異常は無く，当該電

池は衛星用電池として高い機械強度を有しているこ

とが確認された。

5）安全性

過充電耐性と外部短絡時の電池の諸特性を調査

し，当該電池の安全性を検証した。
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Fig.6 Discharge Characteristics of Li Ion Cells for
Satellite at Various Discharge Temperature.
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Fig.7 Change in Discharge Performance of Li Ion Cells for
Satellite during Cycle Test at 65% DOD .

CHG : 1CA and 4.1V CCCV (Charge cut off
after 2.5hr)

DIS  : 0.2CA CC (Discharge cut off at 8.85Ah)  

Frequency/Hz
20～45
45～61

  61～150
150～800

  800～2000
0 A

Level
+6dB/oct
3 G2/Hz
-6dB/oct
0.5 G2/Hz
-6dB/oct

27.6 Grms
Test Duration : 45 seconds / each axis

表3 ランダム振動試験条件
Table 3 Conditions of Random Vibration Test

Axis
X, Y, ±Z

Level
25G0-P/10msec with half sin wave

A drop shock test is conducted by applying the shock 
twice along each of mutually perpendicular three 
axes.

表4  落下衝撃試験条件
Table 4 Conditions of Drop Shock Test



過充電試験は先ず，完全放電した電池を環境温度

10℃，4.1Vの定電圧充電（最大電流1CA）を2.5時

間行い充電状態とした。その後，更に1CA定電流で

1時間の充電を行い，定格容量の 200％まで過充電

した。過充電中の電池電圧と電池中央部の温度変化

を図10に示す。電池に破裂，発火等の異常は無か

った。

外部短絡試験は，環境温度 20℃で，過充電試験

と同様，電池を完全充電した後，電池の外部で正負

極端子を直接短絡させた。外部短絡中の電池電圧と

電池中央部の温度変化を図11に示す。電池温度及

び電池内圧は大きく上昇したが破裂，発火等の異常

は無かった。

4. まとめ

宇宙空間での使用を目的とし，実容量が 14.5Ah

で，高い気密性と機械環境強度を有した衛星用リチ

ウムイオン電池を開発した。衛星用電池として使用

されているNi-Cd，Ni-MH電池に比し，2倍以上の

エネルギー密度が得られ，充放電サイクル試験の経

過からLEO及びGEOの開発目標を共に達成できる

見通しが得られた。

今後は，更に長寿命化と高エネルギー密度化を図

りながら，使用期間延長のための最適な電池運用方

法についても検討する。加えて，宇宙での様々な使

用を想定した，（1）運用期間と電池特性，（2）宇宙

放射線の影響，（3）待機モードでの電池の特性変化

等，詳細な調査・検討を行い，実用性の高い製品に
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Fig.8 Discharge Curves of Li Ion Cells for Satellite during
Random Vibration TEST.
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Fig.9 Discharge Curves of Li Ion Cells for Satellite during
Drop Shock TEST
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仕上げていく計画である。
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1. はじめに

近年，携帯電話を始めとした移動体通信は急速な

普及が続いている｡さらに来年度より，各通信事業

者で，世界標準規格であり，データ通信を現在より

高速化した次世代携帯電話サービス（IMT-2000:

International Mobile Telecommunication 2000）が始

まろうとしており，移動体通信は音声通話だけでな

く，情報化社会におけるインターネットサービス用

のモバイル向け端末として更なる普及が見込まれて

いる｡

この移動体通信に必要な基地局の交換機や通信機

器等の設備には，高品質で安定した直流電力の供給

が不可欠である｡現在，このような通信機器用直流

電源装置はサイリスタ方式と比べ小型･軽量，高性

能なスイッチング式電源が主流である｡このスイッ

チング式電源はユニット方式になっており，複数の

ユニットを並列接続することにより，様々な出力容

量にすることが可能で，並列冗長（n+1）方式にす

る事で，信頼性を高める事ができる｡また，電源装

置の警報などの各種情報を処理する電源監視制御装

置と組み合わせることで，様々な機能を持たせるこ

とができる｡

しかし，近年の移動体通信の普及に伴い，基地局

設備の増設や，新設する基地局の小型化が求められ

ており，通信機器用の電源装置は更なる小型･軽量

化が求められている｡

これらの要求に応えるため，低高調波，高力率、

高信頼性等の高性能を維持しつつ，従来より更に小

型･軽量化した新型スイッチング電源を開発したの

で紹介する｡

2. スイッチングユニットの開発

スイッチング式電源装置では，電源装置にスイッ

チングユニットを複数台実装し，スイッチングユニ

ットは体積，重量共に大きな割合を占めている｡そ

こで，電源装置を小型･軽量化するためには，ユニ

ットの小型化が有効であり，ユニットを新規に開発

した｡

2.1 開発コンセプト

開発コンセプトには，以下の項目に重点を置い

た｡

2.1.1 小型･軽量化

電源装置奥行き寸法 600mmに対応させる為，ユ
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Development of A Next-Generation Switching Power Supply

井上裕章 ＊

Hiroaki Inoue

Abstract
Switching power supply accounts for a major share of DC power supplies for communication
equipment due to its compact size and lightweight in comparison to those based on thyristors,
while recent years have seen further requirements to reduce the size and weight. A new
switching power supply of reduced size and weight has been developed to meet these
requirements. 
The new switching power supply unit has achieved reductions of approximately 40% in size and
approximately 21% in weight, compared with the conventional unit. Moreover, a microcomputer
has been employed in the unit controller to collaborate with the supervisory apparatus for the
power supply system, so that close control has been enabled in addition to easy maintenance
and diagnosis.

* 電源システム事業部　開発設計部



ニットの奥行き寸法を400mm以下とする｡

また，大人一人でユニットを運搬できるように，

重量を25kg以下とする｡

2.1.2 ユニットの制御部にマイコンを使用

ユニット制御にマイコンを使用することにより，

ユニットに電源監視制御装置との通信機能を持たせ

る｡また，マイコンを搭載することにより，部品点

数の削減，配線工数の削減，試験工数の削減，その

他多彩な機能を持たせることができる｡

3. ユニットの構成

ユニットは交流電力を直流電力に変換する

AC/DCコンバータ部と必要な直流電圧を得る為の

DC/DCコンバータ部で構成されている｡

ユニットのブロック図を図1に示す｡

3.1 AC/DCコンバータ部

AC/DCコンバータ部には高力率回路（PFC:

Power Factor Correction）を用いている｡これは昇

圧チョッパ回路で入力電流を入力電圧と同位相で相

似形になるように高周波で制御することにより，高

力率･低高調波を可能にしている｡

3.2 DC/DCコンバータ部

DC/DCコンバータ部はAC/DCコンバータ部で得

られた直流電力を，負荷に必要な直流電圧に変換す

る｡変換方式はダブルフォワード方式である｡また高

周波で制御している為，高性能で安定した直流電力

を負荷に供給することができる｡

4. 新型ユニットの特長

新型スイッチングユニットの特長を以下に述べ

る｡また，ユニットの仕様を表1に示す｡

次世代スイッチング電源の開発

72

機種 3相入力48V-100Aユニット

方
式

交
流
入
力

トランジスタスイッチング方式
風冷
3相・3線
200V/210V
180V～231V
99％以上
3％以下
－53.5V
－56V～－50V
（外部からの設定信号による）
±1.0％以内
100A
110A以下
40A～110A
200mVp-p以下
1mV以下
88％以上
VCCI class A
垂下制御にて保護
出力電圧高、解列、温度保護、
突入電流防止抵抗器焼損時に
運転停止
出力電圧低、ファン停止、PFC
故障時に運転継続

直
流
出
力

保
護
機
能

表 1　ユニット仕様�
Table 1 Specifications of the power-supply unit

変 換 方 式
冷 却 方 式
相数・線数
定 格 電 圧
電圧変動範囲
総 合 力 率
高調波含有率
定 格 電 圧
電圧調整範囲

定電圧精度
定 格 電 流
垂 下 電 流
電流設定範囲
出力リップル
評 価 雑 音
効 率

過負荷保護
重 故 障

軽 故 障

高 周 波 雑 音

�
+ + +

出力�
電圧�

入力波形�

AC／DCコンバータ部�

制御回路� 制御回路�
出力電流�

DC／DCコンバータ部�

交流入力� 直流出力�

出力電圧�

図1 ユニットブロック図
Fig. 1 Block diagram of the power-supply unit



4.1 小型･軽量

スイッチングユニットを小型化するために，部品

実装密度を向上させた｡また，発熱する半導体を集

中して配置して，冷却ファンによる冷却効率を上げ

るなどの部品配置を工夫することにより，少ないス

ペースを有効に活用すること，その他，使用する半

導体素子を従来より低損失品に変更するなどの部品

の見直しや，ユニット制御部にマイコンを使用する

ことによる部品点数の削減などにより，小型化する

ことが可能になった｡

従来ユニットとの比較を表2に示す｡また，新型

スイッチングユニットを写真1に示す｡

4.2 マイコンによる制御

ユニット制御にマイコンを使用することにより以

下のような機能を持たせることが出来た｡

4.2.1 通信機能

従来からスイッチング電源では，電源監視制御装

置と通信を行い，ユニットの状態監視や，運転･停

止の制御，出力電圧の設定などを行っていた｡しか

し，電源監視制御装置とユニット間で通信を行う場

合，ユニット毎に通信用基板が装置に必要であり，

そのための実装スペースが大きくなったり，配線工

数が多くなる等の問題点があった。

そこで，ユニット制御部にマイコンを使用し，ユ

ニットにマルチドロップ伝送方式の通信機能を持た

せ，ノイズ耐量，信頼性を向上させるために，信号

変調，誤り検出を行っている｡

通信形態は，ポーリングセレクティング方式で行

っている｡すなわち，電源監視制御装置をホストと

し，ホストから各アドレスを持ったユニットに対し

データの要求及び制御信号の送受信を行う｡

通信内容は以下の通りである｡

1）出力電圧･電流の状態

各ユニットの出力電圧･電流の状態を電源監視

制御装置に送信

2）出力電圧設定信号

電源監視制御装置からユニットの出力電圧を一

括して調整することが可能

3）出力電流設定信号

電源監視制御装置からユニットの出力電流制限

値を一括して変更可能

4）警報状態

各ユニットの警報状態を電源監視制御装置に送

信

ユニットに通信機能を持たせることにより，従来

はユニットと電源監視制御装置間に必要だった通信

用基板が不要となり，部品点数の削減，また，配線

を削減することが出来た｡

もし，電源監視制御装置と各ユニット間で通信不

能となった場合にも各ユニットは運転を継続するよ

うに配慮した。万一，電源監視制御装置が故障して

も負荷に電力を供給し続け，電源装置の出力が停止

することは無い｡

ユニットと電源監視制御装置間の接続図を図2に

示す｡

4.2.2 電流制限値の設定3）

従来，電源監視制御装置からの設定信号ではユニ

ットの出力電圧の設定しか出来なかったが，今回新

たに出力電流制限値（垂下電流値）の変更が可能に

なった｡

従来は，電源装置起動時の発電機の負荷低減方法

として，特定ユニットを停止することによって発電
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79%

表 2 従来ユニットと新型ユニットの大きさの比較�
Table 2 Comparison of the size between the conventional�
 and new units

従来のユニット 新型のユニット 新旧比

寸法
(mm)

（横幅×奥行き×高さ）
420×600×175

（横幅×奥行き×高さ）
440×400×150

60%

重量 31kg 24kg

写真1 スイッチングユニットの外観
Photo.1 Overview of Switching Unit



機に負荷をかけないようにする台数制御方式が用い

られていた｡

それに対し新型スイッチング電源では，起動時に

ユニットの電流値を小さく制限することによって，

ユニットが全数運転していても発電機の負荷は低減

されている状態にし，台数制御と等価な動作をさせ

ることが出来る｡

また，電源監視制御装置で，制限開始電流値を設

定することにより，起動時には制限開始時の電流値

で起動し，数秒かけて徐々に設定された電流値まで

出力電流制限値を徐々に増加させるパワーウオーク

イン動作をすることもできるので，発電機に負担を

かけずに起動することが出来る｡

パワーウオークインによる動作を図3に示す｡図3

から，ユニットが起動してから徐々に入力電流･出

力電流が増加していることがわかる｡

この電流制限方式のメリットは，ユニットを停止

させないということにある｡ユニットを停止させる

モードがある場合，誤動作等，何らかの理由でユニ

ットが全数停止した場合，最悪そのシステム全体を

止めてしまう危険性がある｡その点，電流制限方式

は，ユニットを停止させないのでそのような危険性

は無い｡

以上のようにいかなる場合でも並列冗長方式を維

持するため，信頼性を向上させることが出来た｡

4.2.3 容易な操作性

従来，ユニットの内部設定をするためには十数ヶ

所の調整箇所があったが，これをマイコンで処理さ

せることにより，この調整を大幅に減らすことがで

き，ユニットの操作が容易になった｡また，試験時

間も大幅に短縮された｡操作性が良くなり，ユニッ

トの保守・点検が容易になったメリットもある｡

4.3 低高調波（高力率）

ユニットのAC/DCコンバータ部にPFCを用いて

いるので，高力率（力率=1），低高調波（高調波電

流 3%以下）であり，入力高調波電流規制対策ガイ

ドラインに対応している｡そのために等価逆相電流

が小さいので発電機容量の小型化が可能である｡

4.4 出力電流分担機能

ユニットの出力電流を均等に分担する機能を有し

ているため，ユニットの並列台数が多くなっても各

ユニットの電流はバランスする｡この電流分担機能

は電源監視制御装置には依存してなく，ユニットの

独自制御なので，万一電源監視制御装置が故障して

も電流バランスは保たれたまま運転を継続し，給電
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従来品�

ユニット１�

ユニット２�

ユニット３�

ユニット４�

通信用基板�

通信用基板�

通信用基板�

通信用基板�

ユニット１�

ユニット２�

ユニット３�

ユニット４�

電源監視制御�
装置�

電源監視制御�
装置�

マルチドロップ通信�

マ
ル
チ
ド
ロ
ッ
プ
通
信�

新型品�

図2 ユニット－電源監視制御装置の接続図
Fig. 2 Connection diagram of the power-supply

supervisory system

10 15

交流入力電流波形�

OA

OA

電流出力開始�

直流出力電流波形�

パワーウオークインによる電流増加期間�

約15秒�

図3 パワーウォークイン機能
Fig. 3 "Power walk-in" function



が確保できる｡

4.5 低ノイズ化

電源装置の設置される環境から，高周波雑音の発

生を抑える必要があり，本電源装置は情報処理等電

波障害自主規制協議会の規格，VCCIのA種に適合

している｡

4.6 逆流防止にMOSFETを使用

蓄電池からの逆流電流を防止する為にMOSFET

を使用している｡このために従来のダイオードによ

る逆流電流防止と比較して，低損失としている｡

4.7 19インチラック対応

ユニットは 19インチラックに実装が可能となる

構造になっており，負荷の増加に応じてユニットを

増設することができる｡また，ユニットの冷却ファ

ンは前面にあり，冷却風を前面から引き込む方法を

取っているので，ユニットを段積みでき，高密度な

実装が出来るため，省スペース化が可能になる｡

4.8 保守･点検の容易化

ユニットと電源装置本体とはユニット背面のコネ

クタにより一括して嵌合されるので，ユニットの交

換の保守･点検が容易である｡また，ユニット前面に

電圧･電流チェック端子を備えているので，ユニッ

トの運転状態を容易に点検することができる｡ユニ

ット冷却ファンはユニット前面に配置されているの

で，ファンの交換も容易である｡

5. まとめ

スイッチングユニットを小型化することにより，

従来の電源装置と比較し，小型･軽量化を達成する

ことができ，また小型化しながらも従来の電源装置

よりも高性能な装置を製品化することができた｡新

型スイッチング電源を搭載した電源装置の外観を写

真2に示す｡

この新型スイッチング電源は，生産と販売部門が

一体となって情報収集し，お客様のニーズに合った

開発を行い製品化したもので，現在多くのユーザー

から大変良い評価を頂いている｡

今後は，電源ユニットの更なる小型化を図ると共

に，ユニット制御のマイコン化を他機種にも適用し

ていく計画である｡

（参考文献）

1) 井上裕章「直流電源装置DP5000シリーズの開発」（テ
クニカルニュース　1998.1.1／No.52）

2) 黒崎豊，井上裕章，高橋清「ブロック型スイッチング
ユニットとマルチドロップ伝送方式」（テクニカルニュ
ース2000.1.1／No.55）

3) 日本特許出願中
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写真2 スイッチング電源装置の外観
Photo.2 Overview of New SW Power Supply



1. はじめに

蓄電池を含めた電源システムを安定して運用する

目的で，電源監視制御装置MD200を1992年に開発

した｡操作性を重視したこのMDシリーズは，その

後MD250への改版を実施し現在に至っている｡

一方，その間に電源システムは以下のように変化

してきた｡

1）鉛蓄電池の主流がHS･CS等のベント形から

MSE･FMU･FVL等の制御弁式に替わった｡

2）直流電源装置（特に通信用）の主流は，サイ

リスタ式から高周波スイッチング方式に切り

替わった｡

3）制御方式が高度になり，例えば入力電流低減

のための電源ユニット台数制御，電流制限機

能等を行えるようになった｡

4）回路間の接続方法が，個別接続方式からマル

チドロップ通信方式1）になり，電源装置の省

配線化が進んだ｡

5）通信方法が公衆回線･専用線等を用いた対向通

信から，インターネットに代表されるネット

ワーク通信へ移行した｡

このため，前記2），3）項については，その都度

インターフェィス用回路を付加する等でMDシリー

ズの採用を行ってきた｡

しかし 4）項のマルチドロップ通信については，

従来品は，対応していないため，新しい機能を持っ

た基板との接続ができず，対応機種が限定されると

いう課題があった｡

5）項においてもハードウェア構成等の問題によ

り，周辺部のみでの対応が困難になってきた｡さら

に，1）項の制御弁式鉛蓄電池が主流になってきた

ことにより，従来のソフトでの対応が困難となっ

た｡

これらの課題を解決するため，新しく R M

（Remote Monitoring）シリーズを開発し，電源監視

装置のモデルチェンジを行った｡

2. システム構成

図1にシステム構成の概要を示す。各基板間の信

号伝達にはマルチドロップ通信を用いた｡
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A New Supervisory and Control Apparatus for Power Supply Systems

高橋　清 ＊

Kiyoshi Takahashi

* 電源システム事業部　開発設計部

Abstract
The conventional supervisory and control apparatus was developed in 1992 enabling stabilized
operation of power supply systems including batteries. 
However, the apparatus was found insufficient to cope with the recent technological
developments such as [VRLA batteries], transition of DC power supplies from thyristor based
models to high-frequency switching models, sophistication of control scheme, and the upgrading
of the inter-board communicating scheme to the multi-drop and networking systems. 
The conventional model was improved to the RM series this time, which is comprised of a control
master [module / board] incorporating a highperformance CPU together with a communicating
[module / board] having a multi-drop interface. Thus, the new series enables flexible expansion of
system functions, supervision of battery-condition trends resulting in the detection of
abnormalities and service life ending, and the LAN connection capability leading to condition
supervision using browser.



CMU基板（制御マスター基板。以下，CMUと称

す）は，マルチドロップ通信インターフェィスを有

する基板（リモート基板。以下，リモートモジュー

ルと称す）に対し，アドレスを付加したデータを送

信する｡リモートモジュールでは，自分のアドレス

であれば，そのデータを解析し応答する｡

リモートモジュールを追加する場合，そのリモー

トモジュールにアドレスを振り当てるだけで行える

ため，従来に比べ拡張性が優れた構成となってい

る｡

2.1 制御マスター基板（CMU）

本装置の主制御部で周辺基板との通信･外部機器

との通信･画面表示･シーケンス制御等を行ってい

る｡

表示器には256色対応のカラー液晶を採用し，従

来に比べ視認性が格段に良くなっている｡また，

LAN（Local Area Network）接続用インターフェィ

スとして10BASE-Tを実装している｡

カラー液晶器の表示ソフトや L A N上で行う

TCP/IP（Transmission Control Protocol / Internet

Protocol）等の通信プロトコルソフト処理を迅速に

行うためには，CPUに高い処理能力が要求される

うえ，マルチドロップ通信やシーケンス制御を定め

られた時間内に完結させるリアルタイム性も確保す

る必要がある｡

CMU基板では，メインCPUに 32bitRISC型を使

用するとともに，その高速性を有効に利用するため

リアルタイムOSを採用した｡また，メインCPUの

負担を軽減させる目的で，サブCPUを設け，マル

チドロップ通信をサブCPUで受け持たせることで，

高速性とリアルタイム性の両面を実現している｡

プログラムの格納は従来EPROMを用いていた

が，パソコン等からデータをダウンロードしてソフ

トウェアが容易に書き換えられる仕組みとするた

め，これをフラッシュメモリとした｡

主な仕様を表1に示す｡また，パネル部の写真を

写真 1に示す｡

2.2 リモートモジュール

リモートモジュールとしては，SRM（スイッチン

グ電源用），ROM（接点出力用），RIOM（半導体接

点形出力･接点入力用）1）が既に製品化されている｡

また，新しいタイプのスイッチング電源には，ユ

ニット内にSRM基板の機能を内蔵している｡ここで

は，今回新たに開発したリモートモジュールについ

て紹介する｡

2.2.1 PDIO基板

主に電圧･電流などを計測する基板で各プリント

基板の電源供給を行うDC-DCコンバータ回路，デ

ィジタル入出力回路（各12点），直流電圧計測回路

（3CH），直流電流計測回路（3CH），交流電圧計測

回路（3CH），温度計測回路（8CH）を実装してい

る｡マルチドロップ通信で入力及び計測した信号を

CMUに送り，CMUからの出力指令信号を受けてデ

ィジタル出力する動作を基本的に行うが，即時性の

要求されるシーケンス制御については，PDIO基板

内で実行し，制御結果だけをCMUに送ることも可

能としている｡

CMU基板とPDIO基板とで最小のシステムを構
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図1 システム構成の概要
Fig. 1 Schematic of system structure



成することもできる｡

なお，信頼性向上のため，入力信号は個々に絶縁

して外来ノイズ耐量を向上させており，ディジタル

レベルでの絶縁により高精度な計測を確保する回路

構成としている｡

2.2.2 バッテリーコンディションウォッチャー

（BCW）

制御弁式鉛蓄電池は，取り扱いが容易で，比重測

定などが不要であり，メンテナンスが簡易である反

面，寿命診断が難しい等の課題がある｡BCWはセル

電圧･温度等を常時計測し，そのトレンド変化を診

断することにより蓄電池の異常･寿命等を検知する

ことができる｡1台のBCWで12セルの電圧，4点の

温度が計測でき，24V系では1個（12セル），48V系

では2個（24セル），100V系では5個（54セル）の

BCWを設置することで，全セルの電圧計測が可能

である｡

なお，単独でも使用できるようLCDを設け，計

測内容の表示ができるようになっている｡

主な仕様を表2に，外観を写真 2に示す｡

新型電源監視制御装置
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表 1 CMU基板仕様�
Table 1 Specifications of the CMU module

項 目 内 容

CPU
メモリー
OS
液晶表示器

表示LED

操作キー
警報ブザー
シリアルインターフェィス

LANインターフェィス
リアルタイムクロック
パネルサイズ

メイン：32bitRISC型 サブ：16bitワンチップ型
フラッシュメモリ：2Mbyte，RAM：128kbyte
μITRON4.0準拠
320×240ドット CFLバックライト付
STN形カラーLCD（256色）
運転･警報表示：9点
10ポイントバーグラフ：1点
12ポイントバーグラフ：1点
メニュー･選定･選択（4点）・ブザー停止
電子ブザー
RS-232C：2CH（外部接続用）
マルチドロップ：3CH（ローカル通信用）
10BASE―T（RJ-45コネクタ）
実装（バックアップ付）
330mm×130mm

写真 1 CMU表示部
Photo. 1 CMU display



2.2.3 ブレーカ復旧支援システム（雷丈夫）

ブレーカ復旧支援システム（雷丈夫）2）について

も，マルチドロップインターフェィスを持っている

ため，RMシリーズと連携をとった運用が可能とな

っている｡

3. ネットワーク通信

RMシリーズでは，従来のRS-232Cの他に，LAN

インターフェィスを設けている｡

現時点での対応上位プロトコルは，TCP/IP上の

インターネットホームページ機能と T E L N E T

（TELecommunication NETwork）である｡

従来の公衆回線等を用いた対向通信方式はパソコ
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表 2　BCW仕様�
Table 2 Specifications of the BCW module

項 目

計測範囲：0～3.000V
分解能：1mV
精度：0.5%FSR
計測点数：12点
変換時間：10msec/CH
計測範囲：－20～0～70℃
分解能：0.1℃
精度：0.5%FSR
計測点数：4点
変換時間：10msec/CH
蓄電池温度計測による寿命予測計算
温度異常･電圧低下･セル電圧バラツキ･蓄電池寿命
警報：MAX. 10点
蓄電池セル電圧：1～12時間前の計測値
　　　　　　　　1～10日前の計測値
蓄 電 池 温 度：1～12時間前の計測値
　　　　　　　　1～10日前の計測値
運用開始日
1）蓄電池温度計測による寿命予測計算
2）定常時のセル電圧のばらつき
3）過渡時のセル電圧のばらつき
マルチドロップ通信ポート 1CH
LCD（16文字×2行）
LED（運転･警報･通信）
1a接点出力（フォトMOS形）
AC100V，DC110V，DC48V，DC24V
140mm×90mm×28mm

仕様

蓄電池セル電圧

蓄電池温度

蓄電池残寿命予測
警報
履歴

蓄電池寿命判定方法

通信インターフェィス
表示方法

警報出力
電源
寸法

写真 2 BCW外観
Photo. 2 Appearance of the BCW module



ン側に専用の通信ソフトが必要だが，インターネッ

トホームページ機能では，インターネット閲覧ソフ

ト（インターネットエクスプローラやネットスケー

プ ） に よ り I P ア ド レ ス を 入 力 （ 例 え ば ，

http://123.45.67.89）すれば画面が開き，状態が容

易に確認できる利点がある｡また，自動巡回ソフト

等を利用すれば多数の個所を定期的に確認すること

も容易となる｡

今回作成した直流電源監視用ブラウザ画面を図3

に示す｡

なお，計測値は 10秒毎にデータを更新するよう

設定している｡

4. 機能

直流電源装置用の電源監視制御装置の基本的な機

能を表3に示す｡

蓄電池充電状態や蓄電池放電可能容量計算等の基

本的なアルゴリズムは，実績のあるMDシリーズを

継承した｡

なお，蓄電池セル電圧の計測はBCWの追加によ

り実現できる｡

新型電源監視制御装置
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図3 ブラウザ表示画面
Fig.3 Examples of browser displays



5. まとめ

直流電源用電源監視制御装置のモデルチェンジ

（RMシリーズ）を行い，信号のインターフェィス

に苦慮していた機種への対応が容易となった｡

現在，ブレーカ復旧支援システムやUPS等とマ

ルチドロップ通信をすることにより，総合的に監

視･制御ができるシステムを開発中である｡

また，インターネットを利用した通信では，今回

開発したプロトコルの他に，SNMP（Simple Network

Management Protocol），SMTP（Simple Mail Transfer

Protocol），FTP（File Transfer Protocol）にも対応を

予定しており，これにより警報発生時にE-メールを

発信することや運転日報等の送信，リモートでの設

定値変更や動作プログラムのアップデート等ができ

るシステムも開発中で，更に高機能で操作性･保守

性の良いシステムを製品化していく予定である｡

（参考文献）
1) 黒崎豊，井上裕章，高橋清「ブロック形スイッチング
ユニットとマルチドロップ伝送方式」
（テクニカルニュース2000.1.1／No.55）参照
2) 坂上栄造「ブレーカ自動復旧装置“雷丈夫”」
（テクニカルニュース2001.11.1／No.56）参照
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表 3　主な機能（直流電源装置用）�
Table 3 Major supervisory functions for DC power supplies

項 目

整流器出力電圧
整流器出力電流
直流出力電圧･電流
電源ユニット出力電圧･電流
蓄電池電圧･電流
蓄電池温度
蓄電池充電状態
蓄電池放電可能容量
蓄電池放電可能時間
重･中･軽負荷放電回数
交流入力電圧
外気温度
蓄電池セル電圧
蓄電池簡易寿命予測
ファン簡易寿命予測
触媒栓簡易寿命予測
運転（充電）状態
運転経過時間
自動均等充電開始時間
シリコンドロッパ動作状況
警報発生･復帰および運転モ
ードの変化
発生中の警報項目

ブザー停止タイマー
台数制御値設定
出力電流制限値設定
時計修正
均等充電タイマー
自動浮動充電タイマー

LCD
LCD+バーグラフ
LCD
LCD
LCD 
LCD
LCD+バーグラフ
LCD+バーグラフ
LCD
LCD 
LCD
LCD
LCD
LCD
LCD
LCD
LCD+LED
LCD
LCD
LCD
LCD

LCD+LED
+ブザー
LCD
LCD
LCD
LCD
LCD
LCD

オプション
オプション

ファン使用時
触媒栓付蓄電池使用時
グラパネLEDにて表示

均等充電機能付機種
シリコンドロッパ付機種
合計で99点を記憶

最大48点の警報項目表示 
最大24点の接点出力

均等充電機能付機種
均等充電機能付機種

内容 表示形態 備考

計測

簡易寿命予測

運転状態表示

履歴表示

警報表示

設定値変更



1. はじめに

小渕内閣によりスタートした行政改革の二本柱と

言われる景気回復対策と環境対策は，新政権によっ

て引き継がれ完成を間近に控えている｡特に環境対

策は，過去から問題視されてきた数々の事項に対応

すべく関連法が改定されることで解決の糸口が鮮明

となってきている｡

2. 環境関連法の強化と規制緩和

我が国の法律は問題発生に伴って改定されること

を繰り返し完成度を高め，最近ではオウム犯罪によ

る宗教関連法の改定，少年犯罪の増加による青少年

育成関連法の改定等が一般的に知られている｡

使用済み蓄電池処理に関連する廃掃法もこの例に

漏れず，栃木県の廃棄物業者によって不当に海外に

輸出された廃棄物が，輸出先国の摘発により日本に

送り返されたことは衆知のことである｡この事は日

本人として恥ずべき行為であるが，この事件をきっ

かけとして更に規制を厳しくする方向で改定案がま

とまろうとしている｡全ての人が良識者であるなら

ば厳しい法は不要であるが，悪徳者が少数でも存在

する限り法は厳しくならざるを得ない｡

今回の行政改革の目玉は何と言っても国民全てを

一定の枠で括るのではなく，良識者に対しては規制

緩和の措置を講じ，厳しくなる法の適用を除外する

道が設定されていることである｡廃棄物の抑制と有

用資源のリサイクルの為に努力を継続してきた我々

の蓄電池リサイクル活動についても，従来法の改正

（緩和措置）による支援が得られる状況が霧の向こ

うに見え始めた｡この改正は，廃掃法というたがの

為に法的･費用的に問題を抱えていた我々蓄電池製

造関係者への救世主になる可能性が高く，良識者に

対する適切なる処置と言われている｡

3. 法律の改定内容

3.1 蓄電池リサイクルに対応する従来からの法律

とは

使用済み鉛蓄電池は鉛原料としてリサイクラーに

買い取られている｡｢買い取られる｣すなわち｢売れ

る｣のである｡従って，通常それらは有価物と思われ

るが我が国の法律（通称，廃掃法）では回収･処理

コストが売却価格より高い場合は廃棄物と判断され

る｡

横浜で発生した使用済み鉛蓄電池を千葉の精錬所
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Legislation Relating to the Recycling of Used Batteries and Its Prospects

福島　直 ＊

Naoshi Fukushima

* 環境管理室

Abstract
Recycling of used batteries has long been promoted mainly by battery manufacturers so as to
advance effective use of resources together with suppression of waste. Times have changed,
however, and the recycling scheme is now transforming its nature —like in the case of
automobile— from recovery of valuables to recycling of waste. In such a tough situation, the
State is making efforts to structure a recycling-oriented society, in which the State established
[Basic Law for Recycling-Oriented Society] this year thereby suggesting how measures
concerning waste and recycling should be hereafter; and the State is also scheduled to amend
laws concerning varied wastes and used industrial products in 2001. When it comes to used
batteries, the recycling scheme is required to be configured in which citizens and local
governments cooperate with the voluntary efforts of corporations for effective recycling, and a
reexamination program of conventional recycling system has begun to this end.



に運びリサイクルする場合は有価物であっても同様

な物を秋田の精錬所に運んだ場合は運賃の上乗せに

より廃棄物になってしまう｡その上，鉛の相場価格

の変動因子も加わり，有価物か廃棄物かの判断が難

しい場合が多くなっている｡また，有価物の場合は

｢貨物自動車運送事業法｣が，廃棄物の場合は｢廃棄

物の処理及び清掃に関する法律｣が適用され，同一

品の運送にも関わらず経費によって適応する法律も

異なってしまうのが現在の状況である｡

3.2 蓄電池リサイクルに対応する法律の改正とは

弊社は，（社）電池工業会を通じ，使用済み鉛蓄

電池の再資源化には，有価物･廃棄物問わずに一定

の基準で対応出来る廃棄物･リサイクル対策の総合

化が不可欠であることを述べて来たが，本年6月に

は｢循環型社会形成推進基本法｣が公布され，廃棄物

処理法，再生資源利用促進法，その他各種リサイク

ル法の改定がその法によって示された｡

3.3 循環型社会形成推進基本法とは（環境庁ホー

ムページより）

廃棄物処理法は，平成3年（廃棄物の｢排出抑制｣

と｢再生｣の追加）と平成9年（廃棄物の再生利用認

定制度の新設）に改正されている｡また，平成 3年

リサイクル促進のための｢再生資源利用促進法｣，平

成 7年｢容器包装リサイクル法｣，平成 10年｢家電リ

サイクル法｣も新たに設けられ，一方では，事業者

の自主的･主体的な取組の促進によりそれらの拡充

整備が図られてきた｡ しかし，次のような課題に直

面し，これが社会問題化してきており，廃棄物･リ

サイクル対策の一層の拡充･強化は，一刻の猶予を

許さない状況である｡

・廃棄物発生量が高水準で推移

近年，一般廃棄物約5千万トン，産業廃棄物約

4億トンの高水準で推移。

・更なるリサイクルの推進の要請

平成8年度で，リサイクル率は，一般廃棄物約

10%，産業廃棄物約42%。

・廃棄物処理施設の立地の困難性

最終処分場残余年数（平成8年度）は，一般廃

棄物で8.8年，産業廃棄物で3.1年｡

特に直近時（平成11年9月末現在）の産業廃棄

物の最終処分場の残余年数は，新規立地件数の

激減もあり1.6年に減少｡

・不法投棄の増大

平成 10年度に 1,273件と平成 5年度の 4.6倍に

増大。

このため，廃棄物･リサイクル対策の基本的枠組

み法として次のような内容の循環型社会形成推進基

本法を策定し，国が講じようとする施策等を明らか

にしていくこととしている｡

・循環型社会の構築に関する基本理念

・国，地方公共団体，事業者及び国民の責務の明

確化

・計画の策定とそのフォローアップ

これにより，廃棄物･リサイクル対策の整合性あ

る推進の枠組み（施策の優先順位の確立，廃棄物の

優先的なリサイクル利用の推進等）が整備され，

個別法に基づく関連施策は，基本法に沿って総合

的･計画的に遂行され，加えて，国，地方公共団体，

事業者，国民の循環型社会構築に向けた整合性ある

取組の方向が示されることとなる｡

3.4 廃棄物処理法，再生資源利用促進法，各種リ

サイクル法の検討内容

3.4.1 廃棄物処理法等の改正

改正の内容は，以下の通りである。

1）廃棄物の減量化対策の推進

・国の基本指針，都道府県の計画など計画的

な取組の推進

2）排出事業者の責任の徹底とそのための規制の

強化

・産業廃棄物管理票（マニフェスト）制度の

見直し

・不法投棄等の原状回復等に係る措置命令の

強化等

3）公共関与による産業廃棄物の処理体制の整備

の促進

・廃棄物処理センターの要件緩和，優良な民

間施設への支援等
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3.4.2 再生資源利用促進法の改正

改正の内容は以下の通りである。

1）製品のリデュース（廃棄物の発生抑制）･リユ

ース（再利用）対策の推進

・製品についての省資源化や長寿命化を促進

・回収した製品から抽出した部品等の再利用

や再利用に配慮した製品設計を促進

2）副産物（産業廃棄物等）のリデュース･リサイ

クル対策の推進

・生産工程の効率化等による副産物の発生抑

制やリサイクルについて，事業者の計画的

な取組を促進

3）事業者による分別回収･リサイクルの推進

・効率的で実効性のある場合には事業者によ

る製品の分別回収･リサイクルを推進

4）分別回収のための表示の推進

・紙製容器包装，プラスチック製容器包装に

ついてリサイクルのための分別回収の表示

を義務付け

3.4.3 各種リサイクル法の整備

以下の法の整備を行うこととしている。

1）建設工事に係る特定資材の再資源化等に関す

る法律案（仮称）

2）食品廃棄物再商品化法案（仮称）

3）グリーン購入法案（官公需等についての環境

負荷低減製品等への需要の転換の促進に関す

る法律案）（仮称）

3.5 蓄電池リサイクル関係法

3.5.1 蓄電池リサイクルに直接関与する法改定部

分

前3.4項の内，｢3.4.2.再生資源利用促進法の改正｣

が蓄電池リサイクルに直接関与する法改定部分であ

る｡従来の｢再生資源利用促進法｣ではニカド電池に

はスリーアローマーク（リサイクルマーク）を付け

ることのみが規定されている｡

3.5.2. ｢再生資源利用促進法｣の改正内容

｢再生資源利用促進法｣は改正され｢資源有効利用

促進法｣として 2001年 4月に交付され，即日施行さ

れることが閣議決定している｡

｢資源有効利用促進法｣は事業者の自主的リサイク

ルを支援する法律と考えれば理解し易く，蓄電池の

リサイクルのように現在の社会構造の中では正当な

リサイクル活動であっても，法的整備が遅れている

為に，廃掃法下では違法行為となるような場合，現

行のリサイクルシステムを国に報告し，それが認め

られれば違法行為とはならないというような法律と

考えれば良いのである｡法的要件を満足させる為に

必要以上の経費を要したり，システムの運用につい

ても複雑な届出，結果報告及び必要許可取得等の条

件を満たさなければならない為に，システム全体が

複雑化してしまうような問題も解決出来ることにな

る｡

｢資源有効利用促進法｣から蓄電池リサイクルにつ

いて関連部分を抜き出し分かり易くまとめると以下

のようになる｡

1）リサイクルすることが経済的･技術的に可能で

ある物を指定再資源化製品として政令で指定

する｡（二次電池は政令指定される）

2）指定再資源化製品の製造販売事業者（指定再

資源化製品の製造販売業者，それらを機器の

部品として使用する製品の製造販売事業者，

それらの輸入販売事業者）を指定再資源化事

業者という｡

3）指定再資源化事業者は自らリサイクルルート

を構築し，所轄大臣に届け出認可を得ること

で，廃掃法の緩和措置を受ける事が出来る｡

4）指定再資源化事業者であっても自らのリサイ

クルルートを持たない者は国からの勧告を受

けることになる｡

5）費用は，事業者一次払いの最終ユーザー負担

を原則としてシステム内で徴収方法を定める

ことが可能となる｡

6）公正取引委員会の許可を受けることが出来る｡

図1は，現行の自動車電池のリサイクルフロー，

図2は上記 1~6を現行システムに適合させた場合の

仮想リサイクルフローである。この最大の改善点は

リサイクルの責任分担が蓄電池メーカー単独から自

動車メーカー･輸入業者を加えた複数になることで

使用済み蓄電池リサイクル関連法制定と今後の行方
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ある｡

4.今後の蓄電池リサイクルの行方

｢資源有効利用促進法｣の政令では｢二次電池｣が再

生指定製品に指定される｡しかしながら，当面，当

該二次電池とは，回収率が低迷し，何らかの施策が

急務となっている小形二次電池（ニカド･ニッケル

水素･リチウムイオン･小形シール鉛の4種類の小形

二次電池）を示すとの解釈である｡しかし，別に産

業構造審議会で検討が開始されている自動車リサイ

クル関連法の制定に伴い，自動車・産業用蓄電池も

小形二次電池同様に考える必要があり，それらも政

令で再生資源製品とすることが蓄電池メーカーの自

主的リサイクルを更に推進することになるとの判断

の元に（社）電池工業会でも検討が開始されている。

すべての二次電池リサイクルを完成させる為には，

自動車・産業用蓄電池についても2003年の自動車

関連リサイクル法施行に歩調を合わせ，小形二次電

池リサイクルシステムと同様なシステムを第二段階
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図 1 現行の自動車用蓄電池リサイクルシステムフロー
Fig. 1 Flowchart for the current recycling system of car batteries
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図 2 再生指定製品としての自動車用蓄電池リサイクルシステムフロー
Fig. 2 Flowchart for the recycling system of car batteries when designated as recycling products



として完成させられるか否かが今後の蓄電池リサイ

クルのキーポイントとなる。

作って売るだけの時代は終わろうとしている｡自己

の製品については使用済み品についても責任を持つ配

慮が企業が生き残る条件にもなっている現在，我々の

リサイクル活動はユーザーにも評価されるであろう｡

またその行為によって得られる信用が厳しい競争に打

ち勝っていく大きな武器にもなると信じている｡

使用済み蓄電池リサイクル関連法制定と今後の行方
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1． サイアム・フルカワ・カンパニーへのア
クセス

バンコック市内から、高速道路を経由してパラホ

ンヨーテン道路に入ります。そのままサラブリ方面

に進み、街並みを抜けると、両側に田園風景が広が

り始め、ノンケーシティーの手前を左折し 10分程

行くと、広大な近代的工業団地である「サイアム・

セメント・ インダストリアルランド」に至ります。

その工業団地の奥まった一角に、ひときわ目立つ高

い屋根を持った近代的な「サイアム・フルカワ・カ

ンパニー」の新工場があります。バンコック市内か

らサイアム・フルカワの工場まで車で走って約1時

間強の道程であります。写真1に新工場の外観を示

します。

2． 新工場の最新鋭設備

工場の門を入ると、右側に厚生棟、正面に南洋植

物の植え込み、左側に小さな池を取り巻く芝地、樹

木に沿って白い瀟洒な 2階建ての事務所が見られ、

正面の南洋植物の植え込みの向こう側には 90

（幅）× 222ｍ（長さ）の工場の一部側面が見られ

ます。

この新工場建設に当たっては、サイアム・フルカ

ワ・カンパニーと古河電池（株）との共同プロジェ

クトチームが結成され、“清潔さと環境”を守り、

“世界トップレベルの品質”を送り出すことを、建

設の目標といたしました。この工場には、世界最新

鋭の設備と、古河電池によって開発された新生産設

備、新検査設備が多数導入されました。旧ミンブリ

工場からの一部設備の移転も 1997年 7月には完了

し、新工場での全面操業がスタート致しました。

新工場建屋は、体感温度を出来るだけ低く抑える

ため工場建屋の屋根を高くし、屋根裏には断熱材を

配し、側壁からの通風を良くしたこと等の効果によ

り、暑い国の工場とは思えない程、快適で良好な作

業環境を作りだしております。 また、この工場は、

将来の需要増に応えられるように自動車用電池で年

産 250万個の生産に対応出来るように設計されてお

ります。したがって、将来現有設備の生産能力を超

える需要となった場合でも、増産のための新設備が

即座に設置できるためのスペースが確保されてお

り、特別な基礎を要求される設備のための特殊基礎

も施工済みとなっております。

弊社を訪問され、工場見学をしていただいた多数

のお客様から、今まで見たバッテリー生産工場の中

で、最も清潔で近代的な工場であるとの高い評価を

頂いております。写真2に工場の生産工程（グリッ

ド・キャスティング工程）を示します。

サイアム・フルカワカンパニー（タイランド）の現況

The Present Status of SIAM FURUKAWA CO.,LTD (Thailand)

星野 清孝 *

Kiyotaka Hoshino

* SIAM FURUKAWA CO.,LTD 

写真1 新工場の外観
Photo 1 Appearance of the new plant
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3． 生産と品質管理

1997年タイに端を発したアジア通貨危機による経

済リセッションの影響を弊社も受け、新工場での全

面操業後、しばらくは販売量が微増に留まり、1999

年度前半までは新工場の生産能力を十分に活用する

ことが出来ませんでした。しかしこの間、

1）新設備を効果的に活用して、より高品質な製

品をお客様に届ける

2）新工場の設備、そこで生産された製品の優秀

さを直接お客様に見て頂くための工場見学会の

実施

3）新工場操業開始と共に発売開始した「ＦＢブ

ランド」の知名度アップ

等の活動をして参りました。

その結果、国内外のお客様から、弊社製品に対し

ての高い評価を頂くと共に、それに相応して「サイ

アム・フルカワ・カンパニー製 ＦＢブランド」も

タイ国内に広く知れ渡るようになりました。今やＦＢ

ブランドは、タイ国内バッテリー市場のトップブラ

ンドに成長致しました。 これらお客様からの、弊

社製品に対する高い評価と販売活動の成果により、

1999年度の生産／販売量は、前年度比で補修市場向

け、新車メーカー向け、輸出共に夫々大幅増となり、

全体で前年比 152％の伸びとなりました 。また、

2000年度においても、前年度比で130％前後の販売

増が見込まれます。図1に自動車用電池と二輪車用

電池の販売推移を示します。このような需要増に対

して客先からの要求に充分応えられるよう、年初よ

り昨年度の自動車用電池生産能力を100万個／年か

ら150万個／年に引き上げるための諸施策を実行し

て参りました。

品質面については、各生産工程の不良率低下、品

質レベルの向上に日々取り組んでいることはもとよ

り、市場においてクレームとして処理された電池は

全て回収、それらを週単位で調査解析し、品質改善

アクションにつなげるシステムを確立しました。

ＰＤＣＡを途切れることなく確実に回しております。

また、今年度からは「購入部品の品質問題の絶滅

と品質向上」と「納期遅延問題の改善」を目指して、

メーンサプライヤーとの月次の改善対策会議をスタ

ート致しました。この対策会議を通じて、サプライ

ヤー及び弊社の品質改善意欲が更に高まり、それが

弊社のカンパニー方針でもあるＣＳ向上に、大いに

寄与するものと確信しております。

技術開発部門では、国内外の客先からの多様化す

る要求に対応する新モデルのための仕様書発行、開

発のためのテスト等に迅速に対応しております。こ

れら新モデルの開発、テスト、評価等については、

必要に応じて親会社である日本の古河電池の技術部

門、関係部門と密接な協力関係で進めております。

写真2 生産工程（グリッド・キャスティング工程）
Photo 2 Production line of grid casting plant

図1 自動車・二輪車用バッテリーの販売推移
Fig. 1 Sales volume of automotive and motorcycle

batteries
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4． ＭＦ（メンテナンスフリー）電池の取り
組み

現在のタイ市場における自動車用バッテリーは、

殆どがコンベンショナルバッテリーであります。日

系自動車メーカーのタイ市場向けに新車搭載されて

いるバッテリーについても、現在は1車種のみ昨年

度よりハイブリッドバッテリーが採用されているに

過ぎません。

しかし弊社は、お客様に“補水の手間”を少なく

することの出来る、より良い電池を使って頂くため

に、先ずは今年度末に乗用車向けのハイブリッドバ

ッテリーの発売を開始する予定であります。

このような中で、近年タイ国内の日系自動車メー

カーの 2～ 3年後の新モデルカーに搭載するバッテ

リーについては、ＭＦ電池での引き合いが多くなっ

て参りました。タイにおいてもいよいよＭＦ電池の

時代が到来し、採用の気運が感じられます。弊社は、

タイにおいても近い将来、お客様のニーズはＣＳ向

上に繋がる“電解液入りＭＦ電池”に変わっていく

ことを想定し、以前からＭＦ電池のタイでの市場テ

ストも実施してまいりました。コスト競争力のある

ＭＦ電池生産のためには、新規設備、一部生産工程

の新設が必要となりますが、その調査検討も進めて

来ております。この 50周年記念号が皆様のお手元

に届くころにはその検討も完了し、いつでも新設備

等の発注と新設生産工程の工事に着手出来る段階に

進んでいるものと思います。

二輪車用制御弁式電池については、現在は1品種

(FTX5L) だけの生産ではありますが、数年前より生

産を開始し日本にも輸出を行い、日本のお客様にご

愛用頂いております。また、今年度よりタイの日系

二輪車メーカーにも納入が開始されました。二輪車

用制御弁式電池についても、近い将来タイ市場にお

いても日本と同様に一般化することを期待したいと

思います。

5． ＩＳＯ取得への取り組み

弊社は昨年より ISO 14001取得のための作業に着

手し、2000年度の全社活動方針の一つとして ISO

14001の認証取得を掲げ、その取得作業を進めて参

りました。本年4月に ISO 14001取得の運びとなり、

市当局を初めとした関係者を招待し、認証式を挙行、

関係者と共にお祝いを致しました。写真3に認証式

の模様を示します。

続いて、弊社製品の品質についてより信頼性を高

め、お客様により高い信頼感を持って弊社製品をご

愛用頂けるようにＱＳ 9000そしてＩＳＯ 9001を

2001年度中に取得すべく、本年5月よりその作業に

着手しました。2001年の今頃には、両認証の取得を

皆様にご報告出来るものと思います。

最後に、この紙面を借りて弊社製品をご愛用して

いただいているお客様のご支援に心から感謝申し上

げます。サイアム・フルカワ・カンパニーは、ここ

でその一端をご紹介させて頂いた諸活動、そしてお

客様からのご要望、アドバイスを通じてより一層の

ＣＳ向上に努力して参ります。どうぞ変わらぬご支

援、ご指導を賜りますようお願い申し上げます。
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写真3 ISO 14001認証式
Photo 3 Celebration of the acquisition of ISO 14001

certificate
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これまで、二輪車用制御弁式電池は一部のウエッ

トタイプ品種（FT4B-5）を除き即用式でしたが、

今回、新車メーカー殿と共同で大型サイズのウエッ

トタイプ品を開発いたしました。この電池は制御弁

式で工場出荷時からすでに注液、充電されており、

直ぐにエンジン始動が可能な状態となっておりま

す。以下に従来即用品との比較を示します。本開発

品は、1999年 12月から新車メーカー殿に納入して

おります。

＜開発コンセプト＞

・電池サイズ：電池高さはFTX12-BSより 20mm

低くする(サイズダウン)

電槽幅、長さはFTX12-BSと同等

・始動性能： FTX12-BS同等

・放置特性： 2年間放置でも充電器で補充電す

ることにより新品の90%以上回復

する

＜本開発品の外観＞

二輪車用ＦＴＺ12Ｓ形制御弁式電池の紹介

Valve-Regulated Battery for Motorcycles "FTZ12S"

 備考�

 高さ20mm減�

 容積15%減�

�

従来FTX12-BS同等の始動性能�
　�

2年間放置でも90%以上の回復
性�
　�

放置中及び使用中の腐食を軽
減させるために高耐食性合金
を採用�

自動車電池同様の群溶接方式
を採用し極板上のデットスペ
ースを減少�

端子部溶接に、新方式の自動
溶接を採用�
　�
　�

・注液作業不要�
・注液ミス無し�
・電解液容器不要で環境にや
さしい�

 FTX12-BS形電池（現行品）�

 150mm ×87mm ×130mm�

 1697cc (100%)�

 約4.1kg�

 11Ah�

 2m-00s／10.15V�

 ―�

 ―�
　�

鉛－カルシウム－低スズ合金�
　�
　�

バーナー溶接方式�
　�
　�

・樹脂巻き鉛端子を蓋に熱溶着�
・箱型端子（鉛）�
　�
　�

即用品（液無し）�
※専用電解液添付�
�

 FTZ12S形電池（開発品）�

 150mm × 87mm ×110mm�

 1436cc (85%)�

 約4.1kg�

 11Ah�

 2m-00s／10.15V�

 94％�

 93％�
　�

鉛－低カルシウム－高スズ合
金�
　�

ＣＯＳ方式�
　�
　�

・蓋にインサートされている
ブッシングと極柱のレーザ
ー溶接�
・平板端子（黄銅）�

液入り充電済み品�

�

電池サイズ 長さ×幅×高さ�

 容積�

電池質量�

10時間率容量�

－10℃110A放電 TIME／5SecV�

　 10時間容量回復率�

 高率放電持続時間�
 回復率�

正極格子に高耐食性合金採用�
　�
　�

群溶接方式�
　�
　�

端子部�
　�
　�
　�

電池状態�

�

2年間放置後の�
回復性能�

諸
元
比
較�

初
期
性
能�

特
　
　
　
　
徴�

（電池事業部　自動車電池技術部　矢吹 修一）



はじめに

小形制御弁式（シール）鉛蓄電池はその利便性か

ら通信機器、コンピュータ及び防犯システム機器な

どのバックアップ用電源に広く使用されています。

また、近年の市場ニーズとして、高温雰囲気での使

用や電池交換サイクルの延長などがあり、長寿命化

が望まれていました。弊社ではこれらの要求に応え

るため、25℃、0.25C20(A)放電において、寿命約15

年を有するＦＬＨシリーズ(2Ah～65Ah 6品種)を

商品化しています。今回、ＦＬＨシリーズに新機種

FLH1270形蓄電池(7Ah/20HR)を追加しましたので、

その概要について紹介いたします。

特徴

○ 長寿命

極板、電解液、電槽、ふたなどの最適化を図るこ

とにより、0.25C20(A)放電において 25℃で 15年、

35℃で約7.5年の期待寿命を実現しました。その結

果、蓄電池の交換回数が減少し、ランニングコスト

の大幅な低減が可能となりました。

○ 安全性

電槽樹脂に難燃樹脂（UL94 V-0）を採用し、焼損

防止など、安全性を高めました。

極板の伸びによる電槽割れを防止するため、伸び

スペースを十分に確保しました。

○ 現行品との互換性

現行タイプのM（ｍ）型、FMLシリーズ、FPX

シリーズと外形寸法、端子の互換性を有します。

（JIS C 8702-2 に適合）
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ＦＬＨシリーズに新機種追加（FLH1270）

The New Additional model of FLH Series(FLH1270)

（電池事業部　産業電池技術部　三浦 優）

写真1 FLH1270形蓄電池の外観
Photo 1 Overview of FLH1270

図１ FLH1270 放電電流と放電時間の関係
Fig. 1 FLH1270 Discharge current vs. Discharge time

温度：25℃�
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表1 FLH形蓄電池の概要
Table 1 An Outline of VRLA－FLH Type

 公称電圧 定格容量  外形寸法(mm) 質量�
形式 (V) (Ah) 総高 箱高 長さ 幅 (約g)�
FLH1220S 12 2 91 89±2 150±1 25±1 950�
FLH1270 12 7 102 94±2 151±2 65±2 2800�
FLH12150 12 15 169 167±2 181±2 76±2 6000�
FLH12240 12 24 152 150±2 175±2 166±2 10000�
FLH12240L 12 24 127 125±2 175±2 166±2 9300�
FLH12380 12 38 202 200±2 197±2 166±2 16000�
FLH12650 12 65 177 175±2 350±2 166±2 25000
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航空機用のニッケル・カドミウムバッテリーは、

エンジン始動用として、あるいは機体電源のバック

アップ用として、極めて重要な役割を果たしていま

す。

これらのバッテリーの点検整備では、バッテリー

を構成するセル毎に評価を行う必要があり、多くの

時間と労力を要しているのが現状です。

弊社では、このバッテリーの点検整備を自動化す

るとともに、劣化の兆候のあるセルを検出し、飛行

中のトラブルを回避する機能を有する「バッテリ

ー・アナライザー」を開発しましたので紹介いたし

ます。

＜特長＞

① 全ての弊社製航空機搭載用ニッケル･カドミ

ウムバッテリーに対応できる。

② 専用試験冶具をセットアップすることによ

り、評価試験中の各セル毎のデータを自動的に

取得できる。

③ セル単位での良否判定を行い、劣化の兆候の

あるセルも含めて、要交換セルを表示する。

④ 取得データはコンピュータに保存され、必要

時に表示及び印刷ができる。

⑤ 異常時には、自動的に装置を停止させるとと

もに、異常内容を表示する。

バッテリー・アナライザー

Battery Analyzer

（アルカリ特機事業部　アルカリ電池部　小野 眞一、岩淵 剛志）

＜表示例―スタート画面＞

充電�

放電� 条件設定�時間設定放電�

電圧設定放電�

マニュアル放電�

条件更新�

印刷� 印刷�

終了� 終了�

機種追加�

機種削除�

解析�判定用充電�

搭載前充電�

マニュアル充電�

合否判定�

データ分析�

グラフ分析�

＜表示例―グラフ表示＞

セル�

最大値� 最小値�

01� 02� 03� 04� 05� 06� 07� 08� 09� 11� 12� 13� 14� 15� 16� 17� 18�10� 19� 20�

40℃�

45℃�

35℃�

25℃�

30℃�

20℃�

10℃�

15℃�

5℃�

0℃�
8h�7h�6h�5h�4h�3h�2h�1h�0h�

25/0.80�

26/0.90�

27/1.00�

28/1.10�

29/1.20�

30/1.30�

31/1.40�

32/1.50�

33/1.60�

34/1.70�

印刷� OK

表示するセルをクリックして下さい。 終了後、「ＯＫ」を押して下さい。�

＜主な仕様＞

＜アナライザー本体＞

＜専用試験冶具＞

項　目�

適用バッテリー�
　�

入力電源�

充電能力�

放電能力�
　�

データ－ロガ－�
　�
　�
　�

コンピュータ�
システム�

仕　　　　　　様�

航空機搭載用Ni-Cdバッテリー�
（20セル組以下）�

AC100V±10％（50／60Hz）�

電圧：0～35V　　電流：0～20A�

電圧：1.5V～120V　電流：0～120A�
（最大負荷電力：600W）�

測定点数：全45点�
（温度：24点／電圧：21点）�
サンプリング速度：5ms／点�
サンプリング精度：±0.1％�

ハードウエア：DOS／V�
OS：Windows　95／98�
レーザープリンター�



1. はじめに

近年，携帯電話の著しい普及に合せて，通信基地

局が全国各地に建設されて来ました。

この基地局が，落雷の影響を受けて，通信が中断

すると利用者へのサービスや，信頼の低下を招くこ

とになります。

この落雷障害の多くは，雷サージ電流により基地

局の主幹ブレーカ（漏電遮断器）がトリップ（OFF）

することにより，商用電源が断となることが原因で

す。

この復旧には人が駆けつけてブレーカを再投入

（ON）させる必要があります。

弊社は，基地局などへの電源供給の信頼性を高め

るため，携帯電話とコンピュータを組み合わせて遠

隔地からブレーカ（漏電遮断器）を制御する“雷丈

夫”システムをドコモエンジニアリング北海道株式

会社殿と共同開発しました。

2. 機能

本装置のシステム構成を図1に示します。

1）電力会社からの主幹ブレーカに隣接し，駆動

部を搭載

2）ブレーカOFF時の駆動電源用蓄電池を搭載

3）通信手段はパケット通信用端末とポケットベ

ルの2重化

3. 特長

1）通信により遠隔地からブレーカを操作するこ

とが出来るので，予防保全等の対策が可能で

す。

2）ブレーカの再投入が出来ない場合でも，障害

情報を通信により，遠方から正確に把握出来

るため，適切な処置が取れます。

3）受電のブレーカが雷障害などでトリップした

とき，自動再投入するので，速やかに障害復

旧が出来ます。

4. 製品の仕様

表1に要項表を示します。

“雷丈夫”は既設の施設に対し，容易に設置でき

るように，屋外・屋内それぞれに設置可能なようラ

インアップされています。また，ブレーカは20A～

150Aのものが取り付け可能です。
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ブレーカ自動復旧装置“雷
らい

丈
じょう

夫
ぶ

”

“Raijobu”Breaker System Restored Automatically

漏電�
遮断器�

電力会社から�

負荷設備へ�

制御装置�

蓄電池�

通信�
アダプタ�

パケット通信�
端末�

監視局�

ポケットベル�

パケット�
通信網�

ルーター�専用回線�

駆
動
部�

図1 雷丈夫のシステム構成ブロック図
Fig.1 Block diagram of “Raijobu”system



（電源システム事業部　開発設計部　坂上栄造）
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表 1　“雷丈夫”の仕様要項表
Table 1　Specification of  "Raijobu" system 

項 目 屋外設置タイプ 屋内設置タイプ

電源条件 3φ AC200V
漏電遮断器容量 20A～150A
寸法
質量
制御・駆動部電源 DC24V／1A 
停電時駆動電源 長寿命ﾀｲﾌﾟ 小形ｼｰﾙ鉛蓄電池 4Ah／20HR

660(W)×230(D)×837(H) 520(W)×200(D)×800(H)
約40kg 約27kg

写真1 “雷丈夫”の外観
Photo.1 Overview of "Raijobu" system
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古河電池の歩み�
�

1911 明治44 ・古河電気工業（株）が横浜電線製造（株）と呼称の頃、鉛蓄電池の
研究に着手。�

1914 大正３� ・古河電気工業（株）が兵庫県尼ヶ崎市に電池製作所を設立、鉛蓄
電池の製造を開始。�

第一次世界大戦始まる�

西暦� 和暦� 古河電池� 内外の動き� 技術史（主に日本）�

1937 昭和12 ・事業拡充のため工場を現在の横浜市保土ヶ谷区に移転。� 日中戦争始まる�

1954 昭和29 ・二輪車用蓄電池のスチロール電槽の工業化に成功。�

・古河式化学強化セパレーターをわが国において初の実用化に成功。�

ビキニ水爆第５福龍丸被爆�

1950 昭和25 ・古河電気工業（株）より電池製作所の事業を継承し、新たに古河電
池（株）として発足。�

朝鮮戦争勃発�

1952 昭和27 ・わが国で最初の低温性能の優秀な耐寒式蓄電池の実用化に成功。� 皇居前メーデー事件�
   �
サンフランシスコ講和条約締
結�

1951 昭和26 ・米国最大の電池メ－カ－、グ－ルド社と鉛蓄電池の技術援助契約を
締結。�

・ガスフィルターを装着したガラス槽入密閉型据置蓄電池をわが国で
初の実用化に成功。�

・統計的品質管理の実施成果が特に顕著であると認められデミング賞 
制定後、第２回目に受賞。�

マッカーサー解任� 民間ラジオ放送開始�
自動車用蓄電池のJIS制定�

電電公社発足�
�
ＮＨＫテレビ放送開始�

1953 昭和28 ・輸出用、二輪車用その他特殊用途に用いる初充電不要の即用式蓄
電池の工業化に成功。�

ソ連、最初の水爆実験� テレビ本放送開始�

戦後初の地下鉄開通�
   �
第１回全日本モーターショー開催�

1958 昭和33 ・古河クラッド式極板（編組縦糸補強方式極板）が、初めてグールド社
製品の部品として大量に輸出。�

� 関門海底トンネル開通�
東京タワー完成�

1955 昭和30 ・高度の製造技術を要する航空機用蓄電池の工業化に成功。防衛
庁技術研究所の型式試験に合格。�

神武景気始まる� 世界初のトランジスタラジオ発売�

・工場標準化優良工場として工業技術院賞を受賞。�

1956 昭和31 ・古河クラッド式極板（編組縦糸補強方式極板）電気車蓄電池の量
産化に成功。�

国際連合に加盟�
   �
南極観測船宗谷出発�

科学技術庁発足�

1957 昭和32 ・合成樹脂成形工場を設立、各種合成樹脂成形製品の製造を開始。� なべ底不況始まる� 国産ロケット１号成功�
   �
日本初の原子炉に原子の火灯る（東
海村）�

1959 昭和34 ・1,000アンペア時級の大容量電気車用蓄電池の量産を開始。� 岩戸景気始まる�
   �
伊勢湾台風�
   �
ソ連、ロケット月着陸�

自動車用電池が6Vから12Vへ移
行始まる�

1960 昭和35 ・自動車用蓄電池専用の新工場を建設、新車向自動車用蓄電池の
量産を開始。�

日米安全保障条約� 世界初のトランジスタテレビ発売�
   �
カラーテレビ本放送開始�
   �
レーザー発信に成功（米国）�

1961 昭和36 ・本多電機（株）と資本提携をし、坑内安全灯を除く全てのポケット式
アルカリ蓄電池の販売を開始。�

ソ連、有人宇宙船打ち上げ�
   �
ドイツ、東西ベルリンの壁を構
築�

�

1962 昭和37 ・焼結式アルカリ蓄電池専用工場を建設し、ベント形及びシール形焼
結式アルカリ蓄電池の量産を開始。�

キューバ危機� 自動車保有台数500万台突破�

1963 昭和38 ・1,000アンペア時級の大容量プラスチック槽入密閉型据置蓄電池を
開発。�

ケネディ暗殺� 日米間衛星テレビ成功�
   �
初の原子力発電に成功�

1964 昭和39 � 東京オリンピック開催� 東海道新幹線開業�

1965 昭和40 ・チュードル式据置鉛蓄電池の生産中止を決定。� ベトナム戦争本格化� 朝永振一郎、ノーベル物理学賞受賞�

・日本で初の原子力発電を行う日本原子力発電（株）東海発電所に原
子炉操作及び非常電源用として蓄電池設備を納入。�

・東京証券取引所市場第二部に株式を公開。�

・米国のアルカリ蓄電池メ－カ－　ソノト－ン社と焼結式アルカリ蓄電
池の技術援助契約を締結。�

・中容量以下の据置用鉛蓄電池にAS樹脂電槽を実用化。�

・F－104Jジェット戦闘機部品の防衛庁認定試験に合格。�

・アルカリ電池メーカー本多電機（株）と業務提携を締結し、ポケット式
アルカリ蓄電池の販売を開始。�

・銀・コバルト入極板を開発、耐蝕性の強大な長寿命の自動車用、二
輪車用シルコバット蓄電池の実用化に成功、量産を開始。�

・1,000アンペア級の大容量ガラス槽入密閉型据置蓄電池の製造を開始。�

・F－86Fジェット戦闘機及びT－33Aジェット練習機両機種の部品の
防衛庁指定の工場認定に合格。�

・日本南極観測隊超耐寒即用式蓄電池を生産、同隊の南極大陸越
冬において、超耐寒性能の優秀性が立証される。�

・T－33Aジェット機特殊蓄電池の防衛庁技術研究所の認定試験に合格。�
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�

・東京大学と科学技術庁より人工衛星用蓄電池の研究依頼を受け、
これを完成。�

・初の国産御料車用蓄電池の製造依頼を受け、これを謹製。�

1967 昭和42 ・トランジスターを採用した交直自動切替の無接点式小型電源装置を
開発。�

欧州共同体（EC）発足� 自動車保有台数1000万台突破、自動車生
産台数世界第２位、原研高速増殖炉点火�

1968 昭和43 ・東京理科大学加藤研究室との共同研究により、空気・アルミニウム
電池を開発。�

日本GNP世界第二位�
   �
３億円強奪事件�
   �
全国大学で紛争多発   �
�

日本初心臓移植�
   �
霞ヶ関高層ビル完成�

・コラム電池の短時間充電を可能とするクーロメーターを開発。�

1969 昭和44 ・純国産技術により、クーロメーターを応用した完全無保守のRSA直
流電源装置を開発。�

アポロ11号月面着陸� 東名高速道路開通�
   �
ポケットベル販売開始�
   �
原子力船むつ進水�

1970 昭和45 ・水の注入で使用できる注水即用式自動車用蓄電池の実用化に成功、
量産を開始。�

大阪万博開催�
   �
日航機よど号ハイジャック事件�

低伝送損失光ファイバーの開発発
表（米国）�
初の人工衛星「おおすみ」打ち上げ�

・据置鉛蓄電池を密閉化する気相触媒栓を開発、シール形据置鉛蓄
電池の量産を開始。�

・国産科学衛星第１号『しんせい』にセラミックシール完全密閉形ニッ
ケル・カドミウム蓄電池を搭載。�

・熱融着方式の航空機用アルカリ蓄電池の製品化に成功、量産を開始。�

1971 昭和46 ・非常照明設備、排煙設備等の防災設備用電源を開発、量産を開始。� 変動為替相場制採用� 初の科学衛星「しんせい」打ち上
げ�

1972 昭和47 ・完全シール方式の完全即用式「ハイダッシュドライ」自動車用蓄電池
を開発、量産を開始。�

札幌オリンピック開催、沖縄日本復帰�
�
グアム島で元日本兵発見、浅間山荘事件�

山陽新幹線開業�
   �

・（社）日本蓄電池工業会発足�

1973 昭和48 ・１年間補水不要・二括注液構造の完全即用式メンテナンスフリー自
動車用蓄電池「ハイダッシュサンダー」を開発、量産を開始。�

第一次オイルショック� 江崎玲於奈、ノーベル物理学賞受
賞�

・東京証券取引所の市場第一部に指定替えとなる。�

・栃木県今市市に自動車用鉛蓄電池組立専用工場を建設、生産を開始。�

・セル間の接続を冷間圧着し、電槽の封口を熱圧着した熱融着電槽（ポ
リプロピレン）の自動車用蓄電池の実用化に成功、量産を開始。�

・ブランドマークを　　と改める。�
・全密閉方式の据置用鉛蓄電池「キングシール」を開発、量産を開始。�

・鉛蓄電池を駆動電源とした電気自動車を富士電機製造（株）との共
同研究により試作に成功。�

・焼結式PVCセパレーターの製造技術を確立、量産を開始。�

1974 昭和49 ・液入り充電済と乾式即用式自動車用蓄電池「ハイダッシュドライ」を
開発、量産を開始。�

・大和プラスチック工業（株）〔合成樹脂成型品製造の子会社〕を吸収合併。�

戦後初のマイナス成長� 自動車輸出世界第１位�

1975 昭和50 ・二括注液構造、自動液面停止装置を備えた即用式自動車用蓄電池「ハ
イダッシュスター」を開発、量産を開始。�

・電気抵抗値の小さい薄形、微多孔のセパレーターを開発、高始動性
能化した自動車用蓄電池を「F」シリーズとして量産を開始。�

沖縄海洋博開催� �

1977 昭和52 ・特殊合金極板を採用した補水不要のメンテナンスフリー自動車用蓄
電池「ハイダッシュMFZ」を開発、量産を開始。�

・電気自動車用の駆動電源を目的としたニッケル・亜鉛蓄電池を古河
電気工業（株）と共同研究により開発に成功。�

北海道、有珠山爆発� �

1978 昭和53 ・耐蝕性の特殊カルシウム合金極板を採用した補水不要のメンテナン
スフリー自動車用蓄電池「カルダッシュ」を開発、量産を開始。�

・福島県いわき市に自動車用蓄電池専用工場を建設、生産を開始。�

・電気車用蓄電池の補水作業を簡易化するためのワンタッチ液口栓を開発。�

・電解液比重・液面検知装置を開発。�

宮城県沖地震� 成田空港開港�

1979 昭和54 ・通産省の電気自動車普及計画に基づき、電気自動車用の高出力鉛
蓄電池を開発、日本電動車輌協会へ納入。�

・自動車用鉛蓄電池基板の打抜法による製造技術を古河電気工業（株）
と共同研究により確立。�

・自動車用蓄電池「ハイダッシュMFZ」をシリーズ化し、量産を開始。�

東京サミット開催�
   �
第二次オイルショック�

本四架橋第１号開通�
   �
Ｘ線天体観測衛星「はくちょう」打
ち上げ�

1980 昭和55 ・東北・上越新幹線用に無給水形アルカリ蓄電池「AB60S－68形」
の納入開始。�
・東京大学宇宙研究所の試験衛星「たんせい４号」に角型蓄電池を搭載。�

モスクワオリンピック日本不参
加�
イラン・イラク戦争勃発�

自動車生産台数世界第１位（1000
万台突破）�

1976 昭和51 ・弊社製蓄電池を搭載した、宇宙開発事業団初の実用電離層観測衛
星「うめ」の打ち上げが成功。�

南北ベトナム統一� �

1981 昭和56 ・自動車用鉛蓄電池基板の打抜法によるパンチング極板を採用した
自動車用蓄電池「カルダッシュ－P」を開発、量産を開始。�

・据置鉛蓄電池の陰極吸収式シール形を開発。�

神戸ポートアイランド博開催�
   �
スペースシャトル「コロンビア」
打ち上げ�

福井謙一、ノーベル科学賞受賞�
   �
光ファイバー商用試験開始�

1966 昭和41 ・DC構造（ダイレクトコネクション）による始動性能の格段に優れたハ
イダッシュ自動車用蓄電池の実用化に成功。�

航空機事故多発�
   �
いざなぎ景気始まる�
   �
日本の総人口１億人突破�

・IC構造（インターセルコネクション）方式のモノパック自動車用蓄電
池を開発、量産を開始。�

四輪車生産台数世界第３位�

西暦� 和暦� 古河電池� 内外の動き� 技術史（主に日本）�
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�

1984 昭和59 ・中国福建省建陽鉛蓄電池工場へ自動車用バッテリープラントを輸出。� 日本全国、異常寒波�
   �
グリコ・森永事件�

衛星放送開始�

1985 昭和60 ・文部省宇宙科学研究所ハレー彗星探査機「さきがけ」に宇宙開発
用角型密閉ニッケル・カドミウム蓄電池を搭載。�

電電公社民営化�
   �
専売公社民営化�
   �
つくば科学万博開催�
   �
日航機群馬県山中に墜落�

国産初のハレー彗星探知機「さき
がけ」打ち上げ�
   �
本州四国架橋大鳴門橋開通�

1986 昭和61 ・今市針貝地区に、二輪車用蓄電池、小形シール鉛蓄電池と電源機器製品の工場を建設。� スペースシャトル「チャレンジャ
ー」爆発事故�
   �
ソ連チェルノブイリ原発事故�
   �
東京サミット開催�
   �
バブル景気始まる�

�

1987 昭和62 ・札幌、福岡両営業所の自社ビルを取得し、不動産賃貸を開始。� 円高不況�
   �
国鉄分割民営化�

利根川進、ノーベル医学・生理学
賞受賞�

1988 昭和63 ・仙台、広島、金沢、高松各営業所及び郡山に自社ビルを取得し、不
動産賃貸を開始。�

� 瀬戸大橋開通�
   �
青函トンネル開業�
   �
東京ドーム完成�

1989 平成元� ・星川駅前のビルを区分所有し、本社及び東京事務所の一部を移転。� 昭和天皇崩御、消費税３％導入、横浜博開催�   �
�ベルリンの壁崩壊、中国天安�
門事件�

横浜ベイブリッジ開通�
�
国際ISDNサービス開始�

1990 平成２� ・UPS専用電池として、高出力シール型鉛蓄電池「HHS15」「HHS�
  20」を商品化。�

東西ドイツ統一� 文部省宇宙科学研究所の月接近
衛星「ひてん」打ち上げ�

1991 平成３� ・共同プロジェクトにより、空港用電動牽引車（TT車）の試作車を開発。� 湾岸戦争勃発、ソ連解体�
   �
長崎県、雲仙普賢岳で火砕
流発生�
   �
再生資源の利用の促進に関   �
する法律（リサイクル法）制定�

東京、新宿に新都庁完成�

・踏切遮断機警標灯を開発し、「シャットライト」の名称で発表。�

・弊社液式品に比べ、約２倍の寿命性能を有する自動車用蓄電池�
 「Sealed MF」を発表。�

・宅配車専用電池を開発し、「TTX」シリーズとして「LYDEN」の愛称
で発表。�

・いわき工場に連続鋳造極板製造装置を導入。�

・米国NASAのスペースシャトル「コロンビア」による実験計画�
  「SEPAC」用電源電池を受注。�

・倉敷、浜松に配送センターを取得し、物流業務を開始。�

・今市工場にエキスパンド極板製造装置を導入。�

・高始動性能、長寿命、メンテナンスフリー性能を特長とする自動車用
蓄電池「FH、FF、F1」３シリーズを商品化。�

・北海道を除く直送販売体制を完成。�

・タイのサイアム・バッテリーと自動車用・二輪車用鉛蓄電池製造に関
する技術援助契約を締結。�

・汎用小型無停電電源装置（UPS）分野へ本格的に進出。�

・ムーンライト計画による電力貯蔵用亜鉛－塩素電池の実証評価を実施。�

・物流改革の端緒として、関東地区にて製品の直送販売を開始。�

・CI活動の一環として、ブランドマークを現　　に変更。�

・福島県いわき市に、開発センタ－、アルカリ蓄電池工場を建設。�

・横浜の工場部門を、今市・いわき両事業所へ移転。�

・メンテナンスフリーの高容量シール形据置鉛蓄電池「MSE」シリーズ
を発売。�

・防衛庁向け輸送ヘリコプター（CH－47J）用充電器及びコンバータ
ーのライセンス生産開始。�

・極板格子に耐蝕性の特殊鉛カルシウム合金を用いた自動車用蓄電
池「ダッシュエクストラ」を開発、量産を開始。�

・パキスタンのABC社と自動車用蓄電池の生産技術と製造設備を供
与する契約を締結。�

・インドのスタンダード・バッテリー社と自動車用蓄電池の生産技術援
助契約を締結。�

・太陽光発電システム用蓄電池を開発。�

・四国電力（株）西条発電所（愛媛県）の太陽光発電設備に特殊クラ
ッド式蓄電池及び蓄電池監視装置を納入。�

・鉄道車両用に小型軽量の焼結式ニッケル・カドミウム蓄電池�
  「AH-MSシリーズ」を商品化。�

・二輪車用密閉形MFバッテリーの量産開始。�

・単三型ニッケル・水素電池を開発、発表。�

・ハンガリーのペリオン社と自動車用鉛蓄電池に関する技術援助契約
を締結。�

・JR東日本に「分岐器開通方向明示灯（ポイント明示灯）」を納入開始。�

1982 昭和57 ・特殊カルシウム合金極板採用の「カルダッシュ」、高始動性能の「ハ
イダッシュFF」の自動車用蓄電池を開発、量産を開始。�

東京赤坂ホテルニュージャパ
ン火災�
   �
羽田沖、日航機墜落事故�

東北・上越新幹線開業�

1983 昭和58 ・機能重視の新設計、自動車用蓄電池「ハイダッシュ・サンダーMF」の
充電済み及び乾式即用蓄電池を開発、量産を開始。�

・今市工場の自動車用鉛蓄電池の生産設備一貫化工事が完成し、
量産を開始。�

ソ連、大韓航空機撃墜事件�
    �
東京ディズニーランド開園�

初の実用衛星「さくら２号a」打ち上
げ�

・いわき工場に即用化成工場を完成。�

・即用式の「ハイダッシュMFD」の自動車用蓄電池を開発、量産を開始。�

西暦� 和暦� 古河電池� 内外の動き� 技術史（主に日本）�
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�

1995 平成７� ・「1995ワールド・エコノ・ムーブ」にスポンサー初参加。� 阪神淡路大震災�
   �
地下鉄サリン事件�
   �
製造物責任法（PL法）施行�
�

東京ビッグサイト完成�
   �
高速増殖炉「もんじゅ」初の発・送
電�

・アイドルストップバス用バッテリーの「比重液面センサー」の量産開始。� 松本サリン事件� 初の純国産ロケット打ち上げ�

1996 平成８� ・UPSに最適な長寿命高率放電タイプの小形シール鉛蓄電池「FPX
シリーズ」を発売。�

病原性大腸菌O-157流行�
   �
火星探査機が火星に着陸�

�

1997 平成９� ・長寿命タイプのシール形据置鉛蓄電池 ｢FVLシリーズ｣ を発売。� 消費税５％に引き上げ�
   �
金融機関の破綻相次ぐ�
   �
地球温暖化防止会議（京都）�
   �
香港、中国に返還�
   �
東海村動燃再処理工場で爆
発事故�

東京湾横断道路アクアライン開通�
  �
携帯電話・PHS、3,000万台突破   �
�
�
�
�
�
�
・（社）電池工業会が新発足�

1998 平成10 ・自動車用蓄電池「FZ GOLD」「FZ」「FJ」シリーズをモデルチェンジ。� 失業率４％突破�
   �
毒物混入事件多発�
   �
長野冬季オリンピック�

明石海峡大橋開通（世界最長の
つり橋）�
   �
長野オリンピックをＷＤＭ中継で放
送�

1999 平成11 ・今市・ いわき事業所において、ISO 14001 取得。� トルコ・台湾で大地震発生�
   �
ヨーロッパ単一通貨「ユーロ」
が発足�
   �
東海村で初の核臨海事故�
   �
銀行・企業間の業務提携、合
併が相次ぐ�

初の脳死臓器移植手術実施�

2000 平成12 ・宇宙用リチウムイオン電池技術の確立。� 沖縄サミット開催� 携帯電話が契約台数で固定式を突破�

白川英樹、ノーベル化学賞受賞�・次世代携帯電話用基地局向け電源装置の納入開始。�

・アイドルストップトラック用バッテリーの「比重液面センサー」の納入を
開始。�

・ホームページを開設。�

・創立50周年を迎える。�

・小容量ニッケル・水素電池の生産中止。�

・スタンバイユース用長寿命形の小形シール鉛蓄電池「FLHシリーズ」
を発売。�

・高率放電用制御弁式据置鉛蓄電池 ｢FVHシリーズ｣ を発売。�

・いわき工場で連続鋳造２号機が操業。�

・自動車用蓄電池「DIOS」、「SUPER EXTRA」シリーズを新発売。�

・モノブロック電槽を採用した、ローメンテナンスタイプの鉄道車両用ア
ルカリ蓄電池 ｢MTシリーズ｣ を発売。�

・日本初の火星探査機「のぞみ」用として、世界で初めて宇宙用ニッケル・
水素電池を開発、搭載される。�

・米国車用、自動車用蓄電池「AM（x シリーズ）」を新発売。�

・電源システム事業部において、ISO 9001 取得。�

・第３世代直流電源装置「DP2000シリーズ」を新発売。�

・通信用高力率形ソフトスイッチング式直流電源装置「DP5000シリーズ」
を新発売。�

・蓄電池の劣化判定を行なうバッテリハイチェッカー ｢BIT-2000｣ を発売。�

・弊社支店の市販部門を販社に吸収し、全国７販社体制とする。�

・ユニット構造で横置き対応のシール形据置鉛蓄電池「FMUシリーズ」
を発売。�

・産業機器・自動車電池事業部において、ISO 9001 取得。�

・ソーラー用シール鉛蓄電池 ｢SLMシリーズ｣ を発売。�

・自動車用蓄電池「RV／4WD車用カーバッテリー」を新発売。�

・自動車用蓄電池「FZ GOLD」「FZ」「FD」シリーズをマイナーチェンジ。�

・欧州車用、自動車用蓄電池「Mareg」シリーズを新発売。�

・自動車用バッテリー検索システム「FBバッテリーナビ」を開発。�

・「`95E.V.Ecorunin SUGO」にスポンサー初参加。�

・アルカリ特機事業部において、ISO 9001 取得。�

・マレーシアのセンチュリー社との自動車用電池製造に関する技術援
助契約を締結。�

・JR西日本に「保守用車進路確認装置（電波式ポイント明示灯）」を
納入開始。�

1992 平成４� ・自動車用蓄電池「FZ GOLD」「FZ」「FD」シリーズを新発売、主力
機種の「FZ」シリーズには、画期的な「Fエレメント」構成を採用。�

バブル崩壊�
   �
スペースシャトル「エンデバー」
に日本人飛行士搭乗   �
�

�

1993 平成５� ・いわき事業所にニッケル・水素電池工場を建設。� 日本初のプロサッカー、Jリーグ
発足�
   �
記録的冷夏（コメ大凶作）�

横浜ランドマークタワー完成（日本
一の超高層ビル）�
・改正リサイクル法でニカド電池が
指定される。�

1994 平成６� ・「`94ワールド・ソーラーカー・ラリー・イン・アキタ」にスポンサー初参加。� 記録的猛暑� 関西新空港開港�

・不動産事業部門の効率化を図るため、旭開発（株）を吸収合併。�

・電気工事、電気通信工事、機械器具設置工事の設計、施工、請負を
定款に追加。�

・角型ニッケル・水素電池を開発、発表。�

・メキシコのAMSA社との自動車用蓄電池製造に関する技術援助契
約を締結。�

・タイのサイアムセメント社との合弁で、サイアム・フルカワ・バッテリー
社を設立。�

西暦� 和暦� 古河電池� 内外の動き� 技術史（主に日本）�










