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[研究背景、目的] 

二酸化炭素削減のため、自動車の動力源を内燃機関から電気モータに変えることで、4倍

以上のエネルギー利用効率が期待される。さらに、そのエネルギーを太陽光や風力、地熱な

どの自然エネルギーで充電することを想定すれば、二酸化炭素排出量は内燃機関の 10分の

１以下になることが見込まれている。しかしながら、電気自動車の普及のためには、現状の

リチウム 2次電池の性能では十分でなく、現状の容量約 140 Wh/kg, 出力密度約 1700 W/kg

を、将来的には容量 500 Wh/kg以上、出力密度 3000 W/kgに向上させる必要がある。この

性能を早期に達成するため、これまで電池市場において先導的であった日本企業のみなら

ず、IBM, サムソン、LGなど世界の大企業を巻き込んだ競争が激化している。蓄電池の高

エネルギー密度化は、リチウムの含有量増加によって達成されるが、その際に発生が懸念さ

れている針状結晶(デンドライト)が大きな課題となっている。これまで、デンドライト成長

が原因と思われる蓄電池の爆発事故が数多く報道されており、安全性の確保が急務となっ

ている。そこで、私は、近年、蓄電池の充放電時に、蓄電池内から外部に漏洩した磁場を計

測し、蓄電池内の電荷移動状態を非破壊で診断可能な装置を開発し、商品化することに成功

し 1、現在自動車会社の生産ラインへ装置を投入し、高度な品質管理体制を構築する準備を

進めている。世界的にも前例のない本技術の強みは、“磁場から電流分布を導くアルゴリズ

ム”、“室温にて 100 pTを計測可能であり、小型が容易な世界最高水準の薄膜磁気センサ”、

これらを組み込み、高精度な計測システムとして仕上げた装置技術”である。また、開発し

たシステムの応用範囲は、電流経路を直接的に映像化可能であるため、蓄電池のみならず半

導体デバイス等の電子デバイス全般を想定している。 

[映像化アルゴリズム] 

磁場分布を検出する場合に課題となるのが、発生源である電流からの距離に依存した磁

場の”拡がり”である。計測によって得られた” 拡がり”のある磁場分布のみでは、有益な情

報を得ることが困難である場合が多いため、解析的な計算によって、広がりを集束させる

ような処理により、電流経路の鮮明な映像化を実現する。これは、カメラのピントを合わ

せるようなイメージに近い。磁場の場合は、光とは異なり物理的に光を収束させるような

レンズが存在しないために、様々な計算によって同様の処理を実現する。我々の方法で

は、場の方程式を解析的に解くことで、電流経路の近接の場の分布を再構成する 2,3。特徴

としては、フィッティング等の膨大な処理が必要な演算とは異なり、解析的に導いている

事から、処理時間が 1秒未満であることが挙げられる。 

 

 



 [開発システムの概要]  

開発したシステムの外観写真を図 1

に示した。装置構成の主要部は高感度

薄膜磁気センサ、走査用の自動 XYZ-

ステージ、接触検知用のフォースセン

サ、傾斜補正用の自動ゴニオステー

ジ、制御用 PCである。磁気センサ

は、高感度薄膜磁気センサであるトン

ネル磁気抵抗効果素子を用いており、

室温にて 100 pT/√Hz at 10kHzの検

出能を持つ。磁気センサ部は、単一の

磁気センサを用いるシングルセンサヘ

ッドタイプと磁気センサを 54cHマル

チアレイ化したマルチセンサヘッドタ

イプがある。ステッピングモータステ

ージを制御 PCにより測定対象直上で

走査させ、二次元磁場分布を取得す

る。マルチアレイヘッドの場合、数秒

程度で磁場分布の取得を完了すること

が可能である 4。 

[実測例] 

短絡蓄電池モデル(図 2,測定例 1)および充放電ムラ蓄電池モデル(図 2,測定例 2)にて電流

映像化を行った結果について図 2にて示す。短絡蓄電池モデルは、集電箔に囲まれたセパ

レータ中に金属片を挿入して中央部位に短絡を形成した。充放電ムラ蓄電池モデルは、カ

 

図 2: 測定試料模式図と映像化結果 

 

図 1: これまで商品化してきた電流経路映像化システム 



ーボンの含有量で導電率を制御できる導電性ゴムを用いることで、良品と不良品モデル(図

2のようにタブ側の導電率が小さい)を作製した。電流値はそれぞれ 200mAに設定し、一

次元にアレイ化した磁気センサヘッドを用いて磁場分布計測を行った。測定時間は、それ

ぞれ 6.4秒と 17秒である。図 2の映像化結果で示されるように、測定例 1に関しては、

短絡部位に電流が集中する様子が観測され、測定例 2では、良品と不良品の差分をとるこ

とで、導電率の差異が構成材料の形状を反映する形で明瞭に映像化されている。 

 [市場規模] 

2017 年には、自動車会社のインライン検査設備として投入を計画している。以下では、

車載用にターゲットを絞った世界市場の分析を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車載用リチウムイオン電池の価格は 2015年度は 1 kWh当りで約 42,000円、2020年度 

1kWh 当りで約 25,000 円と予測されているが 5、実際は 2015 年度は 1 kWh 当りで約 10

万円程度で、日産のリーフ 1台（24 kWh）のバッテリーコストが 240万円となる。ゆえに、

検査機としても早い段階で市場への参入が出来れば、利益率も高い物となる。また、現在の

インライン検査機の価格帯としては 2億円／台である。   

以下では、インライン検査装置投入予定の 2020 年での市場規模を分析した結果を示す。

2018 年には、電池用３次元電流経路映像化システム – 抜き取り検査用 –が完成するが、

本分析では、インライン検査にターゲットを絞って議論する。 

○2020年度 Li-ion2次電池販売数量 

 容量ベース、 59,543 MWh 

○1セルあたりの 容量 と 検査時間 

容量 10 Wh/セル、検査時間 1分/セル 

○インライン検査に必要な検査機台数 100%稼働させた場合 

59,543,000,000 [Wh] ÷ 10 [Wh/セル]÷(365x24x60)[分] ＝ 11,330 [セル/分] =11,330[ラ

イン] 

ラインでの検査装置は 2億円/ラインで、5年の装置寿命として計算すると、 

11,330 [ライン] × 2 [億円/ライン]  ÷ 5 [年] = 4,532 [億円/年] 

年間 4,532億円の市場規模である。 

メーカ・拠点が異なる事も考慮すると、稼働率は下がるので、 

必要な検査機台数は、この数値より増加。車検での検査を義務化し、ディーラーごとに装置

2012 年比 約 8 倍 

2012年比 約 19倍 
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を設置するようになれば、さらに増える。 自販連会員数: 1,534社  (2013年末) 

他の市場・技術の拡大による縮小のリスクとしては、仮にリチウムイオン蓄電池の生産量

が伸びない場合、本検査装置の販売台数が減少することが挙げられるが、自然エネルギーの

備蓄と活用において、高性能の蓄電池の需要が減少することは考えにくい。水素燃料として

の、エネルギー備蓄も想定されるが、ポータビリティを考慮すると、次の 10年間で、水素

燃料タンクが蓄電池を上回ることは考えにくい。 

[波及効果] 

 本機器の実用化により、車載用リチウムイオン蓄電池の品質評価、安全性評価がインライ

ンにて精密に行われ、高エネルギー密度リチウムイオン蓄電池の EV カー, PHV カー, HV

カーの搭載が促進される。その結果、大きな CO2削減の効果が期待される。例えば、96km

電気走行可能な PHEV96が約 8000万台普及した場合、必要となる電力量年間 793億 kWh

を、全て CO2排出の少ない LNG 火力で供給した場合、0.6 億トンの CO2削減が可能とな

り、2000年の自動車排出 CO2の 23%に相当する。さらに、この台数が普及した場合、4240

万 kLのガソリン削減効果があり、2003年度の自動車によるガソリン消費量の約 70%に相

当する。ガソリンを使わないで済むということは、原料の石油の依存度を下げることに繋が

る 6。これらの実現には、高性能蓄電池の開発が最も重要で、本装置の成功は、それを支え

る重要な基盤技術になることが期待できる。 

[今後の課題] 

市場導入に向けて様々な事例を想定した基礎実験および実工程で生じた不良蓄電池に対

して、当手法を適用したデータベースの構築に努める。また、電気化学的考察を与えること

で、蓄電池内部の各種イオンの拡散係数等のパラメータを抽出する方法について検討する。 
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