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昨今，EV（Electric Vehicles）の開発普及が盛んである。米国のカリフォルニア州や中国，欧州などは大気汚
染に対する取組みとして，ガソリン車に対して規制を設けている。その中で，リチウムイオン電池はクリーンな
動力として EV に活用され，SDGs（Sustainable Development Goals）に対する貢献度は高い。また，車載用リチ
ウムイオン電池は，EV の動力源としての役割を終えた後，リユースにより蓄電池としての活用が期待される。こ
のことは，我が国が目指す循環型社会実現の上でも大きく期待されるところである。本稿においては，高性能な
スペックを出すことが製造面・活用面ともに難しいとされるリチウムイオン電池の，製造を支援するソリューシ
ョン，およびリユース領域での蓄電池としての活用を支援するソリューションを紹介する。

In recent years, the development and diffusion of electric vehicles (EVs) has accelerated.
California in the US, China, Europe and other countries have enacted regulations on gasoline
vehicles to curb air pollution. Lithium-ion batteries are used as a clean power source for EVs,
and contribute to the Sustainable Development Goals (SDGs). After serving as a power source of
EVs, automotive lithium-ion batteries are expected to be reused as rechargeable batteries, thus
helping to build a recycling-oriented society which Japan is aiming for. This paper introduces
a solution for the production of lithium-ion batteries, for which it is considered to be difficult to
provide high-performance specifications in terms of both manufacturing and utilization, and
solutions to assist the reuse of rechargeable batteries.

1. はじめに
米国カリフォルニア州大気資源局（CARB: California

車の生産量，輸入量に対する NEV 対象車の生産比率に
応じたクレジットを購入しなくてはならない。この比率
は，年々引き上げていく方針となっている。我が国でも

Air Resources Board）で発行された ZEV（Zero Emission

自動車産業界では，この流れを既定路線として捉え，EV

Vehicles）規制や中国の NEV（New Energy Vehicles）規

（Electric Vehicles）化に向けて急速に舵を切り始めてお

制など，自動車を巡る環境規制の要求が高まっている。

り，SDGs（Sustainable Development Goals） の 17 の 目

この２つは，産業界の環境規制において象徴的な動きで

標（国際連合広報センター）とも密接な関係を持っている。

あり，米国では ZEV 規制と同等の規制を採用する州や

その中でも関連性が考えらえる目標は , 次の５つである。

地域が拡大している。NEV 規制では，中国内で年間３万

●● ３: すべての人に健康と福祉を

台以上の生産，輸入をする完成車メーカーは，ガソリン

●● ７: エネルギーをみんなに そしてクリーンに
●● ９: 産業と技術革新の基盤をつくろう
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般にガソリン車に比べて高額となるため，EV メーカーか
ら電池のコストダウンについて強い要請がある。また，ラ
ミネート型電池の登場により車載設計の自由度が増してき
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ているが，空間をできるだけ有効に利用する体積効率の更

Indicator） を い ち 早 く 見 出 す こ と が で き る ツ ー ル が

なる向上や，急速充電性などの問題も根強く残っている。

品 質 安 定 化 シ ス テ ム DPI（Digital Plant Operation

この問題が解決するかどうかが，充電インフラの普及に影

Intelligence）である。さらに，電池の製造時に得られ

響を与える。また，EV 普及に伴って使われなくなった電

る様々な品質や設備データを有効活用し，一元的に集

池に対する考慮も重要な課題である。これらを踏まえると，

約・保存することで，後工程や市場のフィードバック

EV での役目を終えた電池のリサイクルや蓄電池としてリ

にタイムリーに応える必要がある。データを活用する

ユース，社会インフラの充実などを併せて検討することが

ためのプラットフォームとして利用する，当社製 MES

必要である。特に，リチウムイオン電池の二次利用を想定

（Manufacturing Execution System）に搭載されたトレー

した蓄電池に注目が集まっている。

サビリティ技術も紹介する。

以上のことから，電池は製造プロセスが長く複雑な上，

車載電池としての役目を終えたリチウムイオン電池

市場から戻ったリユースの場面でも高度な使用法が要求

は，蓄電池システムとして十分な利用価値が残っており，

され，それらの技術は解明段階の域を出ていない。リチ

蓄電システムの領域で再活用され始めている。このこと

ウムイオン電池の製造プロセスのイメージおよび EV 市

を実現するためには，電池の劣化状態の正確な把握とそ

場活用後のリユースまでの流れを，図 1 に示す。

の状態に応じた処置が必要である。これを踏まえて，４

当社は，これまであらゆる産業界に，センシング・制御・
情報処理の各技術を提供し，製造現場での課題解決に寄

章では , 当社で開発している蓄電池の効率運用ソリュー
ションを紹介する。

与することで，その成長と発展に貢献してきた。リチウ

2. 力触覚技術を活用したスラリーの品質管理

ムイオン電池の前述の課題解決には，開発・製造から活
用の技術まで，幅広く地道な取組みが必要である。当社は，

2.1 スラリー塗布現場の課題

スラリーの混練度合，塗工精度などの上流工程での課題

電池の電極は金属箔へスラリーを塗布することで作ら

解決に始まり，電池製造プロセス全体を見渡した観点で

れる。スラリーは，主に粉末状の活物質，導電助剤，バ

の評価も重要視している。塗工精度を高める測定器とし

インダーを有機溶剤で混合・攪拌して作られる。電池の

て，厚さ計が至る所で活用されている。厚さ計については，

性能は電極へ塗布するスラリーの塗工品質（膜厚，均一

本特集号の「WEBFREX3ES 電池電極向け厚さ測定システ

性など）に大きく左右される。金属箔へスラリーを塗布

ム」に詳述されているので，そちらを参照願いたい。

する塗工機は，所定の粘度で均一な塗工を実現するよう

本稿では，２章でスラリー攪拌時の物性値を独自の方

設計されているため，塗工品質を維持するためには，塗

法でデータ収集することにより，常に安定した性能・品

工されたスラリーの粘度管理が重要な鍵となる。現状の

質の製品を作り続けることを可能にする物性品質管理ソ

スラリーの攪拌工程は，装置において一定の条件で攪拌

リューションで利用することを目指した力触覚技術を紹

しても，原料の違いにより攪拌具合が微妙に異なる。そ

介する。

のため，攪拌をいったん止め，スラリーをサンプリング

３章では，製造過程で得られた大量データを活用す

して粘度を確認する作業が必要となる。所定の粘度に

る情報技術を紹介する。開発者は，収集されたデータを

なったことを確認してから後工程に移すため，熟練オペ

解析するために，本来業務からほど遠いデータの相関性

レータによる確実な作業が必要で，時間と手間を掛けな

を探る作業に時間を要するケースが多い。そのような作

がら品質を維持している。攪拌装置内で生産しながらス

業から関係者を解放し，現場の KPI（Key Performance

ラリーの粘度を示す粘性値をモニタできる技術があれば，
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図 1 リチウムイオン電池のライフサイクル
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Ethernet

攪拌装置
モータ信号

インバータ

粘性値

運転マージン

物性値演算ユニット

既設混練装置の
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用して，混練中
のスラリーの粘
性値を推定

温度
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攪拌終了点
スクリュー

運転終了

ベストな攪拌状態に達しているが，
マージンを見て長めに運転している

図 2 力触覚技術を活用した攪拌装置の構成
スラリーの品質向上と生産性向上に寄与できる。

セパレータ，電解液，ケースであるが，中でも極材の溶解，
反応，乾燥，混合，攪拌，分散，焼成，粉砕の各製造プ

2.2 力触覚技術（リアルハプティクス）による混練工程の
革新

ロセスが品質安定化の鍵を握っている。
当社では，過去 10 年にわたり生産現場の抱える課題

当社は慶応義塾大学と共同でリアルハプティクス技術

に対して要因特定を行ない，工場経営指標である PQCDS

を応用し，製造工程内の製品の物性状態を数値化する力

（Productivity，Quality，Cost，Delivery，Safety） に 顕

触覚技術の開発に取り組んできた。図 2 に攪拌装置の測

れる課題を，生産現場の構成要素である４M（Material，

定系を示す。この技術を攪拌装置の攪拌モータへ適用す

Machine，Method，Man）に分類し，掘り下げることで

ることで，攪拌状態のスラリーの粘性値をリアルタイム

解決策を積み上げてきた。この経験を通し，製造現場で

に測定することが可能となる。これにより，製造中のス

抱える課題は４M の想定外のバラつきが主要な原因であ

ラリーの粘り気具合などが手に取るように分かるように

ることを把握している。特に，最近は PQCDS と４M と

なり，スラリーの粘性値を自動制御することで，品質を

が複雑な関係性を持つことから，解決に導くことが非常

制御することが可能となる。

に難しい。

2.3 安定した生産への寄与

3.1.2 品質安定化システム DPI

当社では，力触覚技術で得られた粘性値を活用し，常
に安定した性能・品質のスラリーを作り続けるため，物

ここでは，2018 年 10 月に発売した品質安定化システ
ム DPI を紹介する。

性品質管理ソリューションの確立を目指している。測定

本システムは，４M はバラつくものとして，そのバラ

された物性値を提供するだけでなく，物性値を実際のオ

つきが製品品質へ及ぼす影響を工程内のオペレーション

ペレーションに必要な指標へ変換する。そして，その管

で管理することを目指している。

理指標を一定に保つ制御を行い，製造時の各種管理数値

お客様の生産現場では，納入先からの品質要求が厳し

を保存する。さらに，管理数値と出荷品との紐付けを行

さを増す中，原材料品質のバラつき，設備老朽化，オペ

うことで，出荷品の品質管理も行うトータルソリュー

レータのスキル不足など４M を不安定にする要因に対し

ションを提供する。

て，工程がフレキシブルに対応できていない。

3. 情報システム技術

そこで，工程制御・工程管理に着目し，原材料，設備，
人の３M の変化を許容できる工程の構築が必要と考えた。

3.1 リチウムイオン電池の品質安定化に対する取組み

そのためには，見える化→対策→リアルタイム化の実現

3.1.1 概要

が必須要件となる。生産現場のツリー構造を図 3 に示す。

リチウムイオン電池は，エネルギー密度や出力密度が

従来は４M の要素を個別に部分最適にすることだけで

高く充放電の劣化が小さい，軽量である，など数多くの

PQCDS の改善につながっていたが，近年は想定以上の４

特長により，民生品から自動車，航空宇宙まで幅広い分

M のバラつきによって，部分最適化だけでは対応できな

野で活用されている。しかし，内部構造が複雑で，使用

い。そのため，４M を見える化し，PQCDS の全体最適視

される原材料の種類，工程数が多いことから，高い製造

点と現場視点とを紐付けて KPI を作成することが重要と

コストをいかに下げるかが課題となっている。

なる。DPI は，次の３ステップで品質安定化を実現する

リチウムイオン電池の主な構成要素は，正極，負極，
17
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■ PQCDS

にひもづき，運転現場で対策を実施できる現場 4M 視点の指標を作成
Before

Productivity

4M

After

利益

PQCDS

Quality

利益

Cost
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Safety

原料
(Material)

工程
(Method)

設備
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人
(Man)

LIMS

PMS
PIMS

AMS

Operation

日常
オペレーション

Logs

Quality

Productivity

Delivery

Cost

現場４M KPI
原料
(Material)

PQCDS と
4M の関係を
ひも解く

工程
設備
(Method) (Machine)

人
(Man)

製品製品
A B
L1

L2 L3

原料 工程 X 設備

LIMS

Safety

設備 A

4M 運転データ

ストレス

メカ状態

パフォーマンス
燃費

PMS
PIMS

AMS

出力
Operation

Logs

PQCDS, 4M と，日々のオペレーション
との関係が複雑化

図 3 生産現場のツリー構造
(1) KPI 作成（データの紐付け）

どの対策が考えられる。実際に不具合が発生した時に

従来の生産現場では，市販ツールを利用して，ロット

どの対策を打てばよいかについて，本システムでは，

ごとに重要管理パラメータ，重要品質特性，自社独

４M の状態を見極めた上で KPI 化され，その結果，対

自の重点パラメータなどを管理したが，これでは充分

策が見えてくる。不具合が発生している状況で，何の

ではない。そこに，日頃からオペレータが監視してい

アクションを取ればよいかということを，そのロジッ

る温度，流量，圧力の挙動というバラつき易い情報の

クとともに把握できるツールとなっている。図 5 に

データを加味し，機械学習を使って KPI を導き出す。

KPI を導き出す流れを示す。

このことにより，PQCDS，４M パフォーマンス，現場

(3) リアルタイム実行

オペレーションの関係性を明らかにすることができる。

KPI →ロジック→対策→アクションをリアルタイムに見

図 4 にこの関係性のイメージを示す。

える化することによって，４M の想定外のバラつきを

(2) 対策・立案

許容した操業を実現する。製造中に工程の KPI をリア

生産現場にはいろいろな情報があり，それらを品質改

ルタイムにモニタリングし，KPI が許容範囲を超えそう

善の対策に活用している。例えば，歩留まり悪化の場合，

な場合には , 製造スタッフから現場オペレータに直ちに

①反応温度を上げる，②反応時間を伸ばす，③ロード

品質悪化の回避策を指示する運転形態を実現できる。

を下げる，④触媒を変える，⑤冷やし方を変えるな

原料ー品質ー製造

関連データテーブル

重要管理パラメータを
凝縮し KPI 化
PQCDS につながる
Lot 毎の 4M 状態

製造データと品質
データを関連付け

製造スタッフ

監視している
重要ポイント

重要パラメータの
確認・管理

現場４M KPI

オペレータ

プロセスデータの
監視・制御

図 4 PQCDS －４M パフォーマンス－現場オペレータの関係性のイメージ
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現場 4M KPI を下に，ワイガヤを実施
スタッフ，技術の知恵・知識に，現場の経験を紐付ける

現場４M KPI

製造スタッフ，技術，研究，品証….

反応理論，HAZOP 等
多くの知識・情報が散在

原因判別表

対策リスト

オペレータ

現場経験，ノウハウ等，多くの
知恵・知識あり

図 5 KPI を導き出す流れ
3.1.3 DPI の展望

3.2 トレーサビリティの強化による製品品質と製造履歴

本システムは，PQCDS に紐付いた４M の状態を製造
中にリアルタイムに見える化する。そして，お客様社内
で組織横断的に研究開発部門や製造部門，品質管理部門，

の因果関係を見える化
3.2.1 トレーサビリティの必要性
当社は，EV やモバイル機器向けのリチウムイオン電池

設備管理部門等の各人の知識・知恵・知見を活用し，プ

の生産拡大が始まる 2010 年ごろより，リチウムイオン

ロセスエンジニア自身が製品品質安定化を実現すること

電池メーカー向けのトレーサビリティシステムを提供し

をサポートするシステムである。

てきた。

さらに，YOKOGAWA グループの専門コンサルタント

特に，車載用やモバイル機器用のリチウムイオン電池

の課題解決プログラムと共に，操業維持，操業解析，操

においては，常時行う品質確認やリコール発生時の影響

業情報の３つの視点で，製造現場で生産の PDCA を回

範囲特定のため，製造条件や加工実績，検査結果などの

し続ける。その結果，プロセスエンジニア自身が，工場

データ提供を完成車メーカーやモバイル機器メーカーか

が持つ能力の維持成長を継続的に実施できる操業改善プ

ら求められる。そのため，各電池メーカーは製造装置や

ラットフォーム（図 6）を目指している。

作業員が行った生産実績データを全て集めて残し，管理
する必要がある。集めたデータは，電池の納品時に品質

操業改善プラットフォーム

New!

操業評価 ( 品質 )

DPI

Digital Plant Operation
Intelligence (DPI)

図 6 操業改善プラットフォーム実現イメージ
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材料ロット
材料ロット
正極塗工ロール

フタ SubAssy
正極スリットロール

モジュール

パック

セル

材料ロット
負極塗工ロール 負極スリットロール

材料ロット

図 7 トレースバック，トレースフォワードのイメージ
データとして納品物に添付され，不良発生時の情報提供

ができる。納入済みの当社のトレーサビリティシステム

に利用される。

は，利用開始から数年経過しているものがほとんどであ
り，そのデータ量は数十テラバイトに達しているものも

3.2.2 YOKOGAWA のトレーサビリティシステム
当社が提供するトレーサビリティシステムは，原材料

ある。これだけのデータ量が集まると，電池の品質に関
わる統計的な解析にもデータを利用できるようになる。

の受け入れから電極工程，セル組立工程，出荷までの電

リチウムイオン電池製造においては，発生要因が不明な

池製造に関わる全ての工程を対象にしたデータ収集シス

不良もあり，このような状況を改善するために，トレー

テムである。全工程に亘って一品ごとにシリアル番号に

サビリティシステムで収集したデータを解析し，全工程

よる管理を行い，材料から出荷品までのデータを紐付け

を見渡した要因解析を行う。その解析により原因を見つ

ることでトレースバックやトレースフォワードを実現す

け，製造現場の制御にフィードバックする活動に取り組

る。図 7 にトレースバック，トレースフォワードのイ

む電池メーカーが増えている。

メージを示す。例えば，あるセルがどの塗工ロールから

当社は，昨年このトレーサビリティの機能を組込んだ

作られていて，スラリーの材料はどのロットのものを使

MES を CIMVisionAssembly と し て 発 売 し て い る。 図 8

われたかなど，情報の抽出が瞬時にできる。

はその画面例である。この製品の登場により，リチウム
イオン電池はもとより，人命に関わるなど重要な場面で

3.2.3 トレーサビリティデータの活用による品質向上
トレーサビリティシステムは，単にシリアル番号の紐
付きを保存するだけでなく，各シリアル番号に関連する

活躍するあらゆる製品の製造履歴管理に寄与できると確
信している。今後も，このような品質向上のための活動
をサポートしていく。

製造条件や加工・検査実績なども紐付けて保存すること

図 8 CIMVisionAssembly の画面例
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直列接続の課題

電圧のMAX，MIN間の充電量が特性の基準
電圧感度が悪い

自己放電

電池セル A

MAX

セルの残容量が違うと
実効容量が減少

劣化による減少

最大容量（Ah)
MIN
最大容量

バランス

充電量 Ah

充電量 Ah

残存容量（Ah)：State of Charge

バランス回路でずれを補
正し実効容量を増やす

自己放電による減少

残存容量

電池セル B

特性のばらつき
セル電圧

セル電圧

経時変化で残存容量が減少

電池セル A

電池セル B

図 9 蓄電池の特性

4. 蓄電池システムの効率的運用
4.1 蓄電池システムの概要と電池セルの特性
再生可能エネルギーの普及や分散型電源の普及が進ん

放電により残存容量は減少する。一方，最大容量は電池
の器の大きさを示すもので，長期間充放電を繰り返して
いると劣化により最大容量が減少してゆく。BMS では，
これらの指標を推定する機能も有している。

でいる。電力システムは需要と供給のバランスが重要で

一般的な蓄電池システム内の BMS では，充放電を積算

あり，そのバランスが崩れると大規模停電などのリスク

することによって残存容量を算出している。電流測定回

が生じる。受給バランスの調整には，従来は火力発電を

路のオフセット誤差や直線性誤差が徐々に蓄積していく

利用してきたが，環境問題の観点からクリーンな調整力

ため，定期的に電池を空状態か満充電状態にして誤差を

が求められるようになってきた。そこで，需要家側に配

補正する必要がある。

置された分散電源を融通しあい，仮想的な発電所として

一方，最大容量は，空状態から満充電状態まで充電す

扱う VPP（Virtual Power Plant）構想が進められている。

ることで求められるが，蓄電池システムの運用中は，空

そのような背景の下，EV の普及に伴う量産効果による価

状態から満充電状態までフル充放電することができない。

格低減や，車載電池の二次利用を想定したリチウムイオ

そのため，あらかじめ評価したデータを基に，充放電回

ン電池を用いた蓄電池システムを調整力として活用する

数や稼働時間に応じて統計的に最大容量を推定する手法

ことに期待が集まっている。

を行っている。

リチウムイオン電池は充放電すると電圧が変化するが，

EV やモバイル機器は，定期的に満充電を行う機会があ

規定された電圧範囲でしか利用できない。また，規定電

るが，需給調整が主目的となる蓄電池システムではその

圧になるまで充放電すると劣化が進み，最悪の場合，爆

機会は少ない。VPP のように需要家と電力アグリゲータ

発の危険性も生じる。実際の蓄電池システムでは，複数

でシステムを融通しあうような運用では，定期的なフル

の電池セルを直列接続して使用しているが，個々のセル

充放電をする機会はさらに減少すると想定される。

の特性がバラついていると充放電範囲が制限されて実効

実際の蓄電池システムでは，電力系統との接続のた

容量が減少してしまう 。この問題に対応するため，蓄

めに，直流を交流に変換する電力変換装置 PCS（Power

電池システム内では個々の電池セルの状態を監視するた

Conditioning System）を使用している。PCS は運転レー

めの BMS（Battery Management System）が実装されて

トで効率が変わるため，運転条件によって交流として取

いる。BMS は，それぞれの電池の電圧をモニタし，あら

り出せる放電可能容量や実効容量も変化する。これらの

かじめ決められた所定の電圧範囲を逸脱しないように運

値は，BMS から得られる残存容量と最大容量から蓄電シ

用している。また，個々のセルの充電量のバラつき度合

ステムメーカーが独自の基準で算出しているため，同じ

いを調整するバランス回路を有している。特に二次利用

基準で比較・管理することが困難である。

(1)

をしている劣化した電池では，劣化度合いや特性もバラ
ついており，個々のセルの状態を監視して，均等にする
ことが重要である。図 9 に蓄電池の特性を示す。

4.3 効率的運用の提案
これらの課題を解決するために蓄電池システムから得
られる電圧，電流，温度データを使い，オンラインかつ

4.2 電池状態推定の困難さと蓄電池システムの課題
電池セルの重要な指標として残存容量と最大容量があ
る。残存容量は電池としての残量を示すもので，充放電
することで変化する。また，放置しておくだけでも自己
21

フル充放電なしで最大容量，残存容量を推定する独自の
状態推定アルゴリズム微分曲線解析法を開発した。図 10
にその概要を示す。
充電時の微分曲線に着目し，あらかじめ習得した充電
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Reference

アグリゲータ

Curve Fitting
Measured

Q(Ah)
充電時の微分曲線

Q(Ah)

Voltage(V)

図 10 電池状態推定アルゴリズム概要と実施例

時の特性と，実際の運用時の充電特性をフィッティング

階での蓄電池としての活用という，つくるとつかう，の両

することで，フル充放電なしに電池の残存容量，最大容

面でのソリューションについて紹介してきた。両ソリュー

量を推定することができる。そのため，メンテナンスコ

ションは，お客様の技術発展を支援し，お客様の技術に育

ストの削減や VPP の運用などに貢献する。また，個々の

てられるという循環の中で出来上がったものである。当社

蓄電システムから充放電時の電圧，電流特性を通信で取

は，コーポレートスローガンに，Co-innovating tomorrow

り出し，外部サーバに実装したアルゴリズムで推定する

を掲げ，お客様とのパートナーシップにより，新たな課題

ことにより，個々の蓄電池システムに依存しない共通の

解決にチャレンジし続けている。今後もこの考え方を浸透

指針を提供することができる。また，現在の運転状況や

させ，次世代の技術をいち早く，当たり前の技術として活

運転計画に応じて，適切なタイミング，適切な形式で，

用できることを目指し，SDGs の活動に貢献していきたい

ユーザに放電可能容量などの蓄電池システムの状況を提

と考えている。

供することができる。
現在，蓄電池システムの本格稼働が始まっている。今
後もシステムのさらなる効率化を進め，より高効率なエ
ネルギー社会の実現を目指してゆく。

5. おわりに
本稿では，リチウムイオン電池の製造過程とリユース段
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