
1111 本製品は、充電された状態で出荷されております。本製品は、充電された状態で出荷されております。本製品は、充電された状態で出荷されております。本製品は、充電された状態で出荷されております。

This product has been charged to a certain voltage before shipment.This product has been charged to a certain voltage before shipment.This product has been charged to a certain voltage before shipment.This product has been charged to a certain voltage before shipment.

・ 正極端子（＋）と負極端子（－）を短絡させないで下さい。

・ Do not short-circuit the positive (+) and negative (-) electrode terminals.

・ 製品同士の端子を直接接触させないで下さい。

・ Do not bring the terminals of products into direct contact with each other. 

・ 正極端子（＋）と負極端子（－）に強い力を加えないで下さい。

・ Do not apply force to the positive (+) and negative (-) electrode terminals

・ 製品を持ち運ぶときに、端子を持たないで下さい。

・ Do not hold the terminals when carrying the product.

・ 製品を落下させたり、過度の衝撃や振動を与えたりしないで下さい。

・ Do not drop or subject the product to excessive shock or vibration.

※ 感電・火傷・怪我などの恐れがあり、漏液・発熱・発煙・破裂・発火を伴う
故障の原因となります。

* It may cause an electric shock, burns, or personal injury, resulting in a fault
causing it to leak, heat up, smoke, explode, or burst into flames.

円筒型リチウムイオンキャパシタ取扱時の注意事項円筒型リチウムイオンキャパシタ取扱時の注意事項円筒型リチウムイオンキャパシタ取扱時の注意事項円筒型リチウムイオンキャパシタ取扱時の注意事項

製品の取扱いによる短絡（事例）

製品の同梱による端子接触 製品加工・測定時の短絡

Contacts of Terminals Caused by

Bundling Products Together in a Package

Short-Circuit Occurred in the Product Processing

 and Measurement Procedures

Examples of Short Circuit Caused by Operation Errors
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※本資料は当社の著作物であり、許可者以外への配布や提示を禁じます。※本資料は当社の著作物であり、許可者以外への配布や提示を禁じます。※本資料は当社の著作物であり、許可者以外への配布や提示を禁じます。※本資料は当社の著作物であり、許可者以外への配布や提示を禁じます。    
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ご使用に際してのご注意ご使用に際してのご注意ご使用に際してのご注意ご使用に際してのご注意 

 

１．安全表記および本書に関するご注意１．安全表記および本書に関するご注意１．安全表記および本書に関するご注意１．安全表記および本書に関するご注意    

 

 本書では、シリンダ型リチウムイオンキャパシタ（以下リチウムイオンキャパシタと呼ぶ）のご使

用に際し、人身への危害あるいは財産への損害を引起す可能性のある危険源について、使用者に注意

していただきたい危険回避・安全確保に関する情報を以下のように表示をしています。 

これらの記号の箇所は必ずお読みいただき、内容をよく理解した上でご使用下さい。 

 

●このガイドラインでは、製品を安全にお使いいただくために次の警告表示を用いて説明しています。 

 

危険危険危険危険    

この表示は、取扱いを誤った場合、「重傷を負う危険性が切迫して生じる重傷を負う危険性が切迫して生じる重傷を負う危険性が切迫して生じる重傷を負う危険性が切迫して生じる

ことが想定されることが想定されることが想定されることが想定される」内容です。 

 

警告警告警告警告    

この表示は、取扱いを誤った場合、「重傷を負う可能性が想定される重傷を負う可能性が想定される重傷を負う可能性が想定される重傷を負う可能性が想定される」内

容です。 

 

注意注意注意注意    

この表示は、取扱いを誤った場合、「負傷を負う可能性が想定される場合負傷を負う可能性が想定される場合負傷を負う可能性が想定される場合負傷を負う可能性が想定される場合

および物的損害の発生が想定されるおよび物的損害の発生が想定されるおよび物的損害の発生が想定されるおよび物的損害の発生が想定される」内容です。 

 

●次の警告図記号は、製品の取扱いにおいて遵守していただく内容を絵表示で区分し説明しています。 

 

この表示は、その行為を「禁止禁止禁止禁止」する内容です。 

 

この表示は、指示に基づく行為を「強制強制強制強制」し、必ず実行していただく内容

です。 

 

この表示は、一般的な「注意注意注意注意」事項を示しています。 

 

 

 

 

１． 本書の内容の無断での転載複製を禁止します。 

 

２． 本書の内容について将来予告なしに変更することがあります。 

 

３． 本書の内容については万全を期して作成しましたが、万一誤記や記載漏れなどお気

づきのことがありましたら、ご連絡下さい。 

４． 本書の内容に反したことにより生じた結果については、弊社はいかなる責任も負い

かねますので、ご了承下さい。 

 

 

 

○リチウムイオンキャパシタは、高い作動電圧・高いエネルギー密度に加え、急速な充放電が可能で

サイクル寿命も長く、幅広い事業分野でご利用いただけます。 

本製品使用ガイド（取扱説本製品使用ガイド（取扱説本製品使用ガイド（取扱説本製品使用ガイド（取扱説明書）に関するご注意明書）に関するご注意明書）に関するご注意明書）に関するご注意 
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２．安全にご使用いただくために２．安全にご使用いただくために２．安全にご使用いただくために２．安全にご使用いただくために    

 

● 本製品は、出荷時から電圧を有しておりますので取扱いや使用方法を誤ると、感電や怪

我等をする恐れがあります。 

● ご使用する前に、本書を良くお読みになり、取扱いや使用方法をご理解いただいた上で

ご使用下さい。 

● ご使用される用途や場所及び使用環境が適切かをご確認下さい。また、異常が発生した

場合や異常を発見した場合は、直ちにご使用を中断し、弊社までご連絡下さい。 

 

＜危険内容＞＜危険内容＞＜危険内容＞＜危険内容＞    

● 安全確保のため、以下の禁止行為と強制事項を遵守してご使用下さい。 

 

危険危険危険危険    

 

火中への投入、火中への投入、火中への投入、火中への投入、仕様書の上限仕様書の上限仕様書の上限仕様書の上限温度以上の加熱を温度以上の加熱を温度以上の加熱を温度以上の加熱をしないでしないでしないでしないで下さい下さい下さい下さい。火気の近くで使。火気の近くで使。火気の近くで使。火気の近くで使

用しないで用しないで用しないで用しないで下さい。下さい。下さい。下さい。    

●発煙・破裂・発火する可能性があります。 

 

水中に投入しないで下さい水中に投入しないで下さい水中に投入しないで下さい水中に投入しないで下さい。。。。    

●発煙・破裂・発火する可能性があります。 

 

 

製品の製品の製品の製品の分解・改造、刃物や釘などの鋭利なもので損傷させないで分解・改造、刃物や釘などの鋭利なもので損傷させないで分解・改造、刃物や釘などの鋭利なもので損傷させないで分解・改造、刃物や釘などの鋭利なもので損傷させないで下さい下さい下さい下さい。。。。    

●感電、怪我等をする恐れがあり、本体を傷つけると発熱・発煙・破裂・発火 

する可能性があります。    

 

正負極の端子間の正負極の端子間の正負極の端子間の正負極の端子間の短絡短絡短絡短絡や逆接続を行わないで下さい。や逆接続を行わないで下さい。や逆接続を行わないで下さい。や逆接続を行わないで下さい。    

●発煙・破裂・発火する可能性があります。 

 

 

製品をハンマー等で叩いたり、踏みつけたりしないで製品をハンマー等で叩いたり、踏みつけたりしないで製品をハンマー等で叩いたり、踏みつけたりしないで製品をハンマー等で叩いたり、踏みつけたりしないで下さい下さい下さい下さい。。。。    

●発熱・発煙・破裂・発火する可能性があります。 

    

 

電磁調理器の上に置いたり、電子レンジや高圧容器電磁調理器の上に置いたり、電子レンジや高圧容器電磁調理器の上に置いたり、電子レンジや高圧容器電磁調理器の上に置いたり、電子レンジや高圧容器・減圧容器・減圧容器・減圧容器・減圧容器に入れに入れに入れに入れたりしないたりしないたりしないたりしない

で下さいで下さいで下さいで下さい。。。。    

●漏液・発煙・破裂・発火する可能性があります。 

 

炎天下の車内等炎天下の車内等炎天下の車内等炎天下の車内等の高温になる場所に保管・設置しないでの高温になる場所に保管・設置しないでの高温になる場所に保管・設置しないでの高温になる場所に保管・設置しないで下さい下さい下さい下さい。。。。    

●発煙・破裂・発火する可能性があります。 

 

 

端子などの導電部に触れるときは、絶縁手袋等の保護具を着用して下さい絶縁手袋等の保護具を着用して下さい絶縁手袋等の保護具を着用して下さい絶縁手袋等の保護具を着用して下さい。。。。 

●保護具を着用しないと、感電・火傷・怪我をする恐れがあります。 

 

 

製品を保存する場合は、正負極の端子の正負極の端子の正負極の端子の正負極の端子の絶縁処置をして絶縁処置をして絶縁処置をして絶縁処置をして下さい下さい下さい下さい。。。。 

●端子の絶縁処置をしないと、感電・火傷・怪我や発煙・破裂・発火する恐れが 

あります。 
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＜警告内容＞＜警告内容＞＜警告内容＞＜警告内容＞    

● 安全確保のため以下の禁止行為と強制事項を遵守してご使用下さい。 

 

警告警告警告警告    

 

使用使用使用使用範囲外の電圧では範囲外の電圧では範囲外の電圧では範囲外の電圧では、ご使用しないで下さい、ご使用しないで下さい、ご使用しないで下さい、ご使用しないで下さい。。。。    

●使用範囲外の誤った電圧でご使用しますと寿命が短くなるばかりでなく、漏液 

・発熱・発煙・破裂・発火等の故障が発生する可能性があります。 

 

使用使用使用使用範囲外の温度ではご使用しないで範囲外の温度ではご使用しないで範囲外の温度ではご使用しないで範囲外の温度ではご使用しないで下さい下さい下さい下さい。。。。    

●使用範囲外の誤った温度でご使用しますと寿命が短くなるばかりでなく、漏液 

・発熱・発煙・破裂・発火などの故障が発生する可能性があります。 

 

複数個の製品を接続（直列、並列）してご使用する場合は、電圧バランスを複数個の製品を接続（直列、並列）してご使用する場合は、電圧バランスを複数個の製品を接続（直列、並列）してご使用する場合は、電圧バランスを複数個の製品を接続（直列、並列）してご使用する場合は、電圧バランスをお取お取お取お取

り下さい。り下さい。り下さい。り下さい。    

●内部ショート・漏液・故障の原因になります。 

 

製品を持ち運ぶときに、端子を持たないで製品を持ち運ぶときに、端子を持たないで製品を持ち運ぶときに、端子を持たないで製品を持ち運ぶときに、端子を持たないで下さい下さい下さい下さい。。。。    

●感電・内部ショート・漏液・故障の原因になります。 

 

 

製品を落下させたり、過度の衝撃や振動を与製品を落下させたり、過度の衝撃や振動を与製品を落下させたり、過度の衝撃や振動を与製品を落下させたり、過度の衝撃や振動を与ええええたりしたりしたりしたりしないでないでないでないで下さい下さい下さい下さい。。。。    

●内部ショート・漏液・発熱・故障の原因になります。 

 

 

製品を組込む場合は、機器の発熱部から遠ざけて組込んで製品を組込む場合は、機器の発熱部から遠ざけて組込んで製品を組込む場合は、機器の発熱部から遠ざけて組込んで製品を組込む場合は、機器の発熱部から遠ざけて組込んで下さい下さい下さい下さい。。。。    

●漏液・発熱・故障の原因になります。 

 

 

高温・多湿の場所、直射日光が長時間あたる場所へ高温・多湿の場所、直射日光が長時間あたる場所へ高温・多湿の場所、直射日光が長時間あたる場所へ高温・多湿の場所、直射日光が長時間あたる場所へは、は、は、は、設置、保管設置、保管設置、保管設置、保管ををををしないでしないでしないでしないで下下下下

さい。さい。さい。さい。    

●漏液・発熱・故障の原因になります。 

 

一般的に電子部品は、ある確率で故障が発生します。その製品の故障発生を考慮その製品の故障発生を考慮その製品の故障発生を考慮その製品の故障発生を考慮

して人身事故・火災事故・社会的な損害等に対する冗長設計、延焼対策、誤作動して人身事故・火災事故・社会的な損害等に対する冗長設計、延焼対策、誤作動して人身事故・火災事故・社会的な損害等に対する冗長設計、延焼対策、誤作動して人身事故・火災事故・社会的な損害等に対する冗長設計、延焼対策、誤作動

防止設計等防止設計等防止設計等防止設計等の安全設計をしての安全設計をしての安全設計をしての安全設計をして下さい下さい下さい下さい。。。。    

 

セル間の電圧バランスは、電圧均等化回路等電圧均等化回路等電圧均等化回路等電圧均等化回路等の保護回路を使用しての保護回路を使用しての保護回路を使用しての保護回路を使用して行って下さい。行って下さい。行って下さい。行って下さい。 

●セル間の電圧バランスが行われないと、漏液・故障の原因になります。 

 

 

端子などの導電部に触れるときは、絶縁手袋等の保護具を着用して絶縁手袋等の保護具を着用して絶縁手袋等の保護具を着用して絶縁手袋等の保護具を着用して下さい下さい下さい下さい。。。。 

●保護具を着用しないと、感電・火傷・怪我をする恐れがあります。 

 

 

ご使用条件、動作電圧範囲等に関して問題がある場合、他の電池と組み合わせて

ご使用になる場合は、弊社まで事前にご相談弊社まで事前にご相談弊社まで事前にご相談弊社まで事前にご相談下さい。下さい。下さい。下さい。 

●ご相談無くご使用され発生した問題については、弊社は一切責任を負いません。 

 

漏液・異臭・発煙・発熱などの異常が発生した場合は、直ちに使用を中止し、直ちに使用を中止し、直ちに使用を中止し、直ちに使用を中止し、    

弊社又は販売店にご連絡弊社又は販売店にご連絡弊社又は販売店にご連絡弊社又は販売店にご連絡下さい下さい下さい下さい。。。。 

●電圧バランスがとれないと、漏液・故障の原因になります。 

 

漏出した電解液が、皮膚に付着したり、目に入ったりした場合は、こすらずにこすらずにこすらずにこすらずに、、、、

水道水等水道水等水道水等水道水等で十分で十分で十分で十分洗浄して下さい。洗浄して下さい。洗浄して下さい。洗浄して下さい。また、内容物を飲み込んだ場合は、直ちに水道直ちに水道直ちに水道直ちに水道

水等で口の中を漱いで下さい。何れの場合も、直ちに医師の診察を受けて下さい水等で口の中を漱いで下さい。何れの場合も、直ちに医師の診察を受けて下さい水等で口の中を漱いで下さい。何れの場合も、直ちに医師の診察を受けて下さい水等で口の中を漱いで下さい。何れの場合も、直ちに医師の診察を受けて下さい。。。。 
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＜注意内容＞＜注意内容＞＜注意内容＞＜注意内容＞    

●安全確保のため、以下の注意事項を遵守してご使用下さい。 

 

注意注意注意注意    

 

製品の端子には、極性（＋プラス、－マイナス）があります。正しい極性でご使正しい極性でご使正しい極性でご使正しい極性でご使

用下さい用下さい用下さい用下さい。。。。    

●誤った極性で使用すると漏液・発熱・発煙・破裂・発火の原因になります。 

 

端子にコネクタや電線などを接続する時は、電気的電気的電気的電気的な取扱い上の注意事項に従っな取扱い上の注意事項に従っな取扱い上の注意事項に従っな取扱い上の注意事項に従っ

て下さいて下さいて下さいて下さい。。。。    

●漏液・発熱・発煙・破裂・発火の原因になります。 

 

接続するコネクタや電線は、使用電流に対して適正に選定し、ご使用下さい使用電流に対して適正に選定し、ご使用下さい使用電流に対して適正に選定し、ご使用下さい使用電流に対して適正に選定し、ご使用下さい。。。。    

●ご使用電流に余裕の無いコネクタや電線を使用した場合は、発熱・発火の原因

になります。 

 

製品を返却される場合は、端子に短絡防止の処置（端子に端子に短絡防止の処置（端子に端子に短絡防止の処置（端子に端子に短絡防止の処置（端子に絶縁絶縁絶縁絶縁テープを貼る等）テープを貼る等）テープを貼る等）テープを貼る等）

を施した後、弊社の梱包箱（こを施した後、弊社の梱包箱（こを施した後、弊社の梱包箱（こを施した後、弊社の梱包箱（これに準した梱包箱）に入れてご返却れに準した梱包箱）に入れてご返却れに準した梱包箱）に入れてご返却れに準した梱包箱）に入れてご返却下さい。下さい。下さい。下さい。    

●適正な処置が施されていない場合、発熱・発火の原因になります。 

 

接続機器側の電圧が製品の保持電圧よりも低い場合、電源を入れる等の通電を行

った際、セル側から接続機器に過大電流が流れる可能性があります接続機器に過大電流が流れる可能性があります接続機器に過大電流が流れる可能性があります接続機器に過大電流が流れる可能性がありますので、ご注意

下さい。    

 

漏出した液が衣服に被着した場合は、直ちに水道水直ちに水道水直ちに水道水直ちに水道水等で等で等で等で洗い流し洗い流し洗い流し洗い流して下さい。 

 

    

 

製品をお受取りの際は、変形・漏液・異臭・発熱変形・漏液・異臭・発熱変形・漏液・異臭・発熱変形・漏液・異臭・発熱、、、、その他その他その他その他のののの異常が無い異常が無い異常が無い異常が無い事をご確事をご確事をご確事をご確

認下さい認下さい認下さい認下さい。。。。万が一、お受取りの際に異常があった場合には、ご使用にならず、ご使用にならず、ご使用にならず、ご使用にならず、    

直ちに弊社又は販直ちに弊社又は販直ちに弊社又は販直ちに弊社又は販売店までご連絡売店までご連絡売店までご連絡売店までご連絡下さい下さい下さい下さい。。。。    
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３．製品の概要３．製品の概要３．製品の概要３．製品の概要 

リチウムイオンキャパシタは、正極に活性炭、負極にリチウム吸蔵炭素を用いたハイブリ

ッドキャパシタです。電気二重層キャパシタの高いパワー密度とリチウムイオン電池の高エ

ネルギー密度を融合した新しい蓄電デバイスとして有望視されております。 

ご使用の用途や条件に合せてご利用頂けます。 

 

４．４．４．４．外観と外観と外観と外観と各部の名称各部の名称各部の名称各部の名称    

    ●製品の外観（例） 

 

    

     圧力弁 

 

  ケース 

    

    

       

 電極素子  外装スリーブ  封口ゴム   リード端子 

 

５５５５．使．使．使．使用および保管場所の環境条件用および保管場所の環境条件用および保管場所の環境条件用および保管場所の環境条件 

●製品により決められた以下の環境条件で、ご使用および保管して下さい。 

 

弊社品番 

LIC1235R 3R8406 

LIC1840R 3R8107 

LIC2540R 3R8207 

 

LIC2540R 3R8277 

① 使用温度範囲 -25℃～85℃ ※1 -25℃～60℃ 

② 使用電圧範囲 2.2Ｖ～3.8Ｖ 2.2Ｖ～3.8Ｖ 

③ 保管温度範囲 5℃～35℃ 5℃～35℃ 

④ 長期保管温度 

（推奨１年以内） 

10℃～35℃ 10℃～35℃ 

⑤ 保管湿度範囲 80％Rh 以下（結露なきこと） 80％Rh 以下（結露なきこと） 

⑥ 長期保管湿度 

（推奨１年以内） 

65％Rh 以下（結露なきこと） 65％Rh 以下（結露なきこと） 

   ※1：70℃を超える温度では 3.5Ｖ以下の電圧でご使用いただけます。 

 

 

長期間保管する場合、上限電圧（上限電圧（上限電圧（上限電圧（3.8V3.8V3.8V3.8V）を超える電圧、下限電圧（）を超える電圧、下限電圧（）を超える電圧、下限電圧（）を超える電圧、下限電圧（2.2V2.2V2.2V2.2V）を下回）を下回）を下回）を下回

る電圧で保管しないでる電圧で保管しないでる電圧で保管しないでる電圧で保管しないで下さい。下さい。下さい。下さい。    

 

 

高温、直射日光、ストーブなどの熱源近く、多湿、結露、雪氷、凍結下での高温、直射日光、ストーブなどの熱源近く、多湿、結露、雪氷、凍結下での高温、直射日光、ストーブなどの熱源近く、多湿、結露、雪氷、凍結下での高温、直射日光、ストーブなどの熱源近く、多湿、結露、雪氷、凍結下での使用・使用・使用・使用・

保管は避けて下さい保管は避けて下さい保管は避けて下さい保管は避けて下さい。また次の環境下での使用・保管も避けて。また次の環境下での使用・保管も避けて。また次の環境下での使用・保管も避けて。また次の環境下での使用・保管も避けて下さい下さい下さい下さい。。。。    

① 溶剤や油などの液体が曝される環境 

② 油性成分がガス状に充満している環境 

③ 塩水に曝されたり、塩分が充満したりしている環境 

④ 酸性やアルカリ性の溶液に曝される環境 

⑤ 腐食性ガス(硫化水素、亜硫酸、塩素、臭素等）が充満している環境 

⑥ 振動・衝撃が加わる環境 

 

長期間保管する場合は、積み重ね等により破損する恐れのない充分な強度を持っ破損する恐れのない充分な強度を持っ破損する恐れのない充分な強度を持っ破損する恐れのない充分な強度を持っ

た材料で梱包した材料で梱包した材料で梱包した材料で梱包し、端子間の短絡を防止するため、個々の絶縁が保てるように配慮個々の絶縁が保てるように配慮個々の絶縁が保てるように配慮個々の絶縁が保てるように配慮

してしてしてして梱包して下さい。 
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６６６６．取扱時の注意事項．取扱時の注意事項．取扱時の注意事項．取扱時の注意事項 

●ご使用に際しては、以下を遵守して下さい。 

 

本体を刃物や釘本体を刃物や釘本体を刃物や釘本体を刃物や釘等等等等の鋭利なもので損傷させないでの鋭利なもので損傷させないでの鋭利なもので損傷させないでの鋭利なもので損傷させないで下さい。下さい。下さい。下さい。 

●感電・怪我・火傷等をする恐れがあり、本体を傷つけると発熱・発煙・破裂・

発火する可能性があります。 

 

正極端子と負極端子を正極端子と負極端子を正極端子と負極端子を正極端子と負極端子を短絡短絡短絡短絡させないでさせないでさせないでさせないで下さい下さい下さい下さい。。。。    

●本製品は、本製品は、本製品は、本製品は、出荷時から電圧出荷時から電圧出荷時から電圧出荷時から電圧を持ったを持ったを持ったを持った設計設計設計設計ががががされております。されております。されております。されております。    

具体的には、具体的には、具体的には、具体的には、製品製品製品製品には電圧に対応するエネルギーが事前に蓄積されております。には電圧に対応するエネルギーが事前に蓄積されております。には電圧に対応するエネルギーが事前に蓄積されております。には電圧に対応するエネルギーが事前に蓄積されております。    

その為、その為、その為、その為、正極正極正極正極端子端子端子端子と負極と負極と負極と負極端子端子端子端子をををを短絡させる短絡させる短絡させる短絡させる行為は絶対におやめ下さい。行為は絶対におやめ下さい。行為は絶対におやめ下さい。行為は絶対におやめ下さい。        

●感電・火傷・怪我などの恐れがあり、漏液・発熱・発煙・破裂・発火を伴う 

故障の原因になります。 

●特に金属工具を使用する場合には、短絡させないように充分注意してお取り扱

い下さい。（危険な例：２本のリード端子を同時にニッパーで切る。金属のノギス

でリード端子ピッチを測る。） 

 

下限電圧（下限電圧（下限電圧（下限電圧（2.2V2.2V2.2V2.2V）未満に放電しないで）未満に放電しないで）未満に放電しないで）未満に放電しないで下さい下さい下さい下さい。。。。    

●電圧を下限電圧未満にすると、極端な寿命劣化が発生し、電気的特性劣化のほ

か、ショート、オープン及び液漏れやガス発生による破裂に至る事があります。 

●下限電圧を下回った物は下限電圧を下回った物は下限電圧を下回った物は下限電圧を下回った物は、、、、再度充電しても初期の正常な状態には復帰できませ再度充電しても初期の正常な状態には復帰できませ再度充電しても初期の正常な状態には復帰できませ再度充電しても初期の正常な状態には復帰できませ

ん。下限電圧を絶対に下回らぬように、ん。下限電圧を絶対に下回らぬように、ん。下限電圧を絶対に下回らぬように、ん。下限電圧を絶対に下回らぬように、保管保管保管保管や取扱、や取扱、や取扱、や取扱、回路回路回路回路実装時の設計等に十分実装時の設計等に十分実装時の設計等に十分実装時の設計等に十分

ご配慮願います。ご配慮願います。ご配慮願います。ご配慮願います。 

 

上限電圧（上限電圧（上限電圧（上限電圧（3.8V3.8V3.8V3.8V）を超えて充電しないで）を超えて充電しないで）を超えて充電しないで）を超えて充電しないで下さい。下さい。下さい。下さい。    

●電圧は上限電圧を超えて充電すると、極端な寿命劣化が発生し、電気的特性劣

化、ショート、液漏れやガス発生による破裂に至る事があります。 

 

逆電圧は印加しないで逆電圧は印加しないで逆電圧は印加しないで逆電圧は印加しないで下さい下さい下さい下さい。。。。    

●電気特性の劣化だけでなく、ショート及び液漏れやガス発生による破裂に至る

事があります。 

 

落下落下落下落下した製品を使用しした製品を使用しした製品を使用しした製品を使用しないでないでないでないで下下下下さい。さい。さい。さい。    

●落下した製品を使用すると、ショート及び液漏れやガス発生による破裂に至る

事があります。 

 

本体や正極端子・負極端子に過度の熱ストレスを加えないで下さい。電気特性の

劣化だけでなく、ガス発生による内圧上昇等により、漏液、ショート、外観異常

の原因となります。 

 

正極端子・負極端子に強い力を加えないで下さい。端子が折れ曲がったり、外れ

たりして気密不良あるいはガス発生と内圧上昇による漏液やショート等の不具

合、外観異常等の原因となります。 

 

突起物等で過度の外力を加えたり、貫通させたりしないで下さい。気密不良ある

いはガス発生と内圧上昇による漏液やショート等の不具合、外観異常等の原因と

なります。 
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７７７７．．．．リチウムイオンキャパシタリチウムイオンキャパシタリチウムイオンキャパシタリチウムイオンキャパシタを使用した機器を使用した機器を使用した機器を使用した機器およびおよびおよびおよび使用時の注意事項使用時の注意事項使用時の注意事項使用時の注意事項 

7777.1.1.1.1    使用電圧範囲および使用温度使用電圧範囲および使用温度使用電圧範囲および使用温度使用電圧範囲および使用温度範囲内範囲内範囲内範囲内での使用での使用での使用での使用    

●使用電圧範囲、使用温度範囲を遵守してご使用下さい。 

 

上限電圧（上限電圧（上限電圧（上限電圧（3.8V3.8V3.8V3.8V））））をををを超える電圧超える電圧超える電圧超える電圧、下限電圧（、下限電圧（、下限電圧（、下限電圧（2.2V2.2V2.2V2.2V）を下回る電圧、使用温度範囲）を下回る電圧、使用温度範囲）を下回る電圧、使用温度範囲）を下回る電圧、使用温度範囲

（（（（----25252525℃～℃～℃～℃～85858585℃℃℃℃又は又は又は又は 60606060℃℃℃℃）外で）外で）外で）外では、は、は、は、使用し使用し使用し使用しないでないでないでないで下さい。下さい。下さい。下さい。 

●ガスが発生し、漏液・発熱・発煙・破裂・発火する恐れがあります。 

 

下限電圧（下限電圧（下限電圧（下限電圧（2.2V2.2V2.2V2.2V）未満）未満）未満）未満の電圧では使用しないで下さい。の電圧では使用しないで下さい。の電圧では使用しないで下さい。の電圧では使用しないで下さい。    

●ガスが発生し、漏液・発熱・発煙・破裂・発火する可能性があります。 

下限電圧を絶対に下回らぬように、下限電圧を絶対に下回らぬように、下限電圧を絶対に下回らぬように、下限電圧を絶対に下回らぬように、回路回路回路回路実装時の設計に十分ご配慮願います。実装時の設計に十分ご配慮願います。実装時の設計に十分ご配慮願います。実装時の設計に十分ご配慮願います。 

 

上上上上限電圧（限電圧（限電圧（限電圧（3.8V3.8V3.8V3.8V）を超える電）を超える電）を超える電）を超える電圧で圧で圧で圧では使用は使用は使用は使用しないでしないでしないでしないで下さい。下さい。下さい。下さい。    

●ガスが発生し、漏液・発熱・発煙・破裂・発火する可能性があります。 

上上上上限電圧を絶対に限電圧を絶対に限電圧を絶対に限電圧を絶対に上上上上回らぬように、回らぬように、回らぬように、回らぬように、回路回路回路回路実装時の設計に十分ご配慮願います。実装時の設計に十分ご配慮願います。実装時の設計に十分ご配慮願います。実装時の設計に十分ご配慮願います。 

 

特に下限電圧（2.2V）を下回った過放電の状態を避けるため、均等化回路回路回路回路等等等等を遮を遮を遮を遮

断するスイッチを設けるか過放電防止機能を設けて断するスイッチを設けるか過放電防止機能を設けて断するスイッチを設けるか過放電防止機能を設けて断するスイッチを設けるか過放電防止機能を設けて下さい下さい下さい下さい。スイッチの切り忘れ。スイッチの切り忘れ。スイッチの切り忘れ。スイッチの切り忘れ

等を防止するため過放電防止機能の設置を推奨します。等を防止するため過放電防止機能の設置を推奨します。等を防止するため過放電防止機能の設置を推奨します。等を防止するため過放電防止機能の設置を推奨します。    

 

放熱設計にご注意放熱設計にご注意放熱設計にご注意放熱設計にご注意ください。ください。ください。ください。 

使用条件（周囲温度、充放電電流値、充放電の頻度など）によっては、セル内部

の温度が使用温度範囲を超える可能性があります。このような温度上昇が懸念さ

れる場合には、内部の温度が使用温度範囲を超えないように十分な放熱空間の確

保や放熱板を設けるなどの放熱設計をして下さい。また、冷却ファン等の強制冷

却装置との併用を推奨します。 

 

7.7.7.7.2222    正しい極性でのご使用正しい極性でのご使用正しい極性でのご使用正しい極性でのご使用    

●製品の端子には極性（＋プラス、－マイナス）があります。 

 

端子の逆接続をしないで端子の逆接続をしないで端子の逆接続をしないで端子の逆接続をしないで下さい下さい下さい下さい。。。。    

●ガスが発生し、漏液・発熱・発煙・破裂・発火する可能性があります。 

 

 

端子を区別するため、外装スリーブへの極性表示及び端子の長さ外装スリーブへの極性表示及び端子の長さ外装スリーブへの極性表示及び端子の長さ外装スリーブへの極性表示及び端子の長さをををを変えて変えて変えて変えてありまありまありまありま

すすすす。。。。端子の逆接続を避けるため、外装スリーブ及びリード長さを確認外装スリーブ及びリード長さを確認外装スリーブ及びリード長さを確認外装スリーブ及びリード長さを確認後、後、後、後、接続し接続し接続し接続し

てててて下さい。下さい。下さい。下さい。    

 

7777.3.3.3.3    安全性を特に安全性を特に安全性を特に安全性を特に重視される用途へのご使用重視される用途へのご使用重視される用途へのご使用重視される用途へのご使用    

●一般的に電子部品は、ある確率で故障します。弊社としても製品の品質には万全を尽くし

ておりますが、故障の確率をゼロにするのは不可能です。場合によっては、漏液や内部シ

ョートによるガス発生およびそれに伴う膨張・変形などを生じる恐れがあります。特に過

充電や過放電時に発生するガスによる膨張は、内部電極の短絡や漏液・破裂を招く恐れが

あり大変危険です。セルの変形を抑える筐体構造の設計を強く推奨します。 

 

航空機器、航空宇宙機器、海底中継器、原子力制御システム、生命維持のための航空機器、航空宇宙機器、海底中継器、原子力制御システム、生命維持のための航空機器、航空宇宙機器、海底中継器、原子力制御システム、生命維持のための航空機器、航空宇宙機器、海底中継器、原子力制御システム、生命維持のための

医療機器・医療装置・医療システムなどの用途には使用しないで医療機器・医療装置・医療システムなどの用途には使用しないで医療機器・医療装置・医療システムなどの用途には使用しないで医療機器・医療装置・医療システムなどの用途には使用しないで下さい。下さい。下さい。下さい。    

●人身事故や社会的損害を発生させる可能性があります。 

 

ご使用される用途における製品の故障発生を考慮して、人身事故、火災事故、人身事故、火災事故、人身事故、火災事故、人身事故、火災事故、    

社会的損害等に対する社会的損害等に対する社会的損害等に対する社会的損害等に対する冗長設計、延焼対策設計、誤作動防止設計などの安全設計冗長設計、延焼対策設計、誤作動防止設計などの安全設計冗長設計、延焼対策設計、誤作動防止設計などの安全設計冗長設計、延焼対策設計、誤作動防止設計などの安全設計

ををををしてしてしてして下さい。下さい。下さい。下さい。    

●人身事故、火災事故、社会的損害等を発生させる可能性があります。 

 

ご使用される用途詳細については、弊社又は販売店まで事前にご相談弊社又は販売店まで事前にご相談弊社又は販売店まで事前にご相談弊社又は販売店まで事前にご相談下さい。下さい。下さい。下さい。    
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7777....4444    ご使用条件と寿命についてご使用条件と寿命についてご使用条件と寿命についてご使用条件と寿命について    

●リチウムイオンキャパシタは、有限の寿命を持つ製品です。 

 

製品の寿命特性は使用条件によって変わりますので、長期特性変化を考慮した機長期特性変化を考慮した機長期特性変化を考慮した機長期特性変化を考慮した機

器設計器設計器設計器設計をををを行い、機器の十分な安全確保を行い、機器の十分な安全確保を行い、機器の十分な安全確保を行い、機器の十分な安全確保をして下さいして下さいして下さいして下さい。。。。    

    

 

7777.5.5.5.5    安全性の確保安全性の確保安全性の確保安全性の確保    

●リチウムイオンキャパシタは、圧力弁を備えています。 

 

本体内部の圧力が異常に上昇した場合、この圧力弁が破れて内部のガスが放出されま

す。圧力弁が有効に機能するために、圧力弁の上部に所定の空間（直径が圧力弁の上部に所定の空間（直径が圧力弁の上部に所定の空間（直径が圧力弁の上部に所定の空間（直径がφφφφ18181818ｍｍ未ｍｍ未ｍｍ未ｍｍ未

満の製品；満の製品；満の製品；満の製品；2222ｍｍ以上、ｍｍ以上、ｍｍ以上、ｍｍ以上、φφφφ18181818ｍｍ以上の製品；ｍｍ以上の製品；ｍｍ以上の製品；ｍｍ以上の製品；3333ｍｍ以ｍｍ以ｍｍ以ｍｍ以上）を設けて設置してください。上）を設けて設置してください。上）を設けて設置してください。上）を設けて設置してください。圧

力弁作動時には高温のガスが噴出されますので、圧力弁の上部には配線やパターンを

設置しないで下さい。また、圧力弁が開放した製品は使用できません。 

 

7777.6.6.6.6    大電流で大電流で大電流で大電流でご使用ご使用ご使用ご使用になる場合になる場合になる場合になる場合    

●リチウムイオンキャパシタは、大電流で使用すると発熱します。 

 

最大最大最大最大充充充充放電電流値を超える電流で放電電流値を超える電流で放電電流値を超える電流で放電電流値を超える電流では使用しないでは使用しないでは使用しないでは使用しないで下さい。下さい。下さい。下さい。    

所定の電圧範囲で制御する場合でも、電圧を制御する際に許容される電流量が規

定されております。必ず規定の電流範囲で充放電される様にお願いします。  

●発熱に伴う発煙や膨張・変形および破裂・漏液等を生じる恐れがあります。 

●弊社にて確認している最大充放電電流値は以下の通りです。 

弊社品番 充電時 放電時 

LIC1235R 3R8406 2A 

LIC1840R 3R8107 5A 

LIC2540R 3R8207 5A 

LIC2540R 3R8277 5A 

●最大充放電電流値を超えてご使用になる場合は、弊社まで事前にご相談弊社まで事前にご相談弊社まで事前にご相談弊社まで事前にご相談下さい。下さい。下さい。下さい。 

ご相談無くご使用され発生した問題については、弊社は一切責任を負いません。 

 

最大充放電電流値でのご使用は、短時間であっても大きな発熱を伴いますので、

最最最最大大大大充充充充放電電流値での連続使用は避けて放電電流値での連続使用は避けて放電電流値での連続使用は避けて放電電流値での連続使用は避けて下さい。下さい。下さい。下さい。    

    

 

セルの表面温度が使用温度範囲を超えないように、放熱設計や接続方法放熱設計や接続方法放熱設計や接続方法放熱設計や接続方法等等等等にににについついついつい

て十分な設計配慮をしてて十分な設計配慮をしてて十分な設計配慮をしてて十分な設計配慮をして下さい下さい下さい下さい。。。。 

    

 

7777.7.7.7.7    複数個複数個複数個複数個を組合せてごを組合せてごを組合せてごを組合せてご使用になる場合使用になる場合使用になる場合使用になる場合    

●●●●複数個組合せてご使用になる場合は、以下を遵守して下さい。    

 

種類の異なる種類の異なる種類の異なる種類の異なるリチウムイオンキャパシタリチウムイオンキャパシタリチウムイオンキャパシタリチウムイオンキャパシタや他のキャパシタ等や他のキャパシタ等や他のキャパシタ等や他のキャパシタ等の蓄電デバイスの蓄電デバイスの蓄電デバイスの蓄電デバイスをををを

混用しない混用しない混用しない混用しないで下さいで下さいで下さいで下さい。。。。    

    

 

同種類のリチウムイオンキャパシタを複数個組み合わせてご使用になる場合は、

電圧を揃えて電圧を揃えて電圧を揃えて電圧を揃えてから、から、から、から、ご使用ご使用ご使用ご使用下さい下さい下さい下さい。。。。    

    

 

複数個を直列に接続してご使用になる場合は、製品間の電圧バランスが崩れない電圧バランスが崩れない電圧バランスが崩れない電圧バランスが崩れない

ように設計して下さいように設計して下さいように設計して下さいように設計して下さい。電圧均等化回路等のご使用を推奨します。。電圧均等化回路等のご使用を推奨します。。電圧均等化回路等のご使用を推奨します。。電圧均等化回路等のご使用を推奨します。    

 

 

出荷時の電圧は、「3.0V 以上の値」になっています。但し、長期間使用していな

いセルを複数個組合せてご使用になる場合は、各各各各セルセルセルセルの電圧を揃えてからの電圧を揃えてからの電圧を揃えてからの電圧を揃えてから、、、、お使お使お使お使

い下さいい下さいい下さいい下さい。。。。    
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7777.8.8.8.8    低電圧時での放電について低電圧時での放電について低電圧時での放電について低電圧時での放電について    

●●●●リチウムイオンキャパシタは、リチウムイオンキャパシタは、リチウムイオンキャパシタは、リチウムイオンキャパシタは、3V3V3V3V 以下の電圧でオープン状態になった以下の電圧でオープン状態になった以下の電圧でオープン状態になった以下の電圧でオープン状態になった場合、ゆっくりと場合、ゆっくりと場合、ゆっくりと場合、ゆっくりと

電圧が上昇する特性を有しています電圧が上昇する特性を有しています電圧が上昇する特性を有しています電圧が上昇する特性を有しています。    

 

3V 以下でオープン状態になった場合の電圧上昇からの放電を繰り返す（下図参

照）と、セルの特性が劣化する場合があります。 

製品の製品の製品の製品の電圧が電圧が電圧が電圧が、、、、3V3V3V3V 未満未満未満未満の状態から放電を開始することはの状態から放電を開始することはの状態から放電を開始することはの状態から放電を開始することは避けてください。避けてください。避けてください。避けてください。    

    

 

上記のような使い方を避けるためにも、放電の前には放電の前には放電の前には放電の前には 3V3V3V3V 以上に充電してからご使以上に充電してからご使以上に充電してからご使以上に充電してからご使

用下さい。用下さい。用下さい。用下さい。    

 

 

 

８８８８．保守点検に関して．保守点検に関して．保守点検に関して．保守点検に関して    

●ご使用の機器については、定期点検をお勧めします。 

 

リチウムイオンキャパシタリチウムイオンキャパシタリチウムイオンキャパシタリチウムイオンキャパシタををををご使用の機器は、次の内容について定期点検を行っご使用の機器は、次の内容について定期点検を行っご使用の機器は、次の内容について定期点検を行っご使用の機器は、次の内容について定期点検を行っ

てててて下さい下さい下さい下さい。。。。    

 ①外観   ： 変形・膨張、漏液などの著しい異常の有無 

 ②電気特性 ： カタログ又は納入仕様書に規定の項目 

●上記の内容に異常が確認された場合は、異常が確認された場合は、異常が確認された場合は、異常が確認された場合は、直ちに使用を中止し、交換等直ちに使用を中止し、交換等直ちに使用を中止し、交換等直ちに使用を中止し、交換等の適切なの適切なの適切なの適切な    

処置を処置を処置を処置をお取り下さい。お取り下さい。お取り下さい。お取り下さい。    

 

 

９９９９．輸送に関して．輸送に関して．輸送に関して．輸送に関して 

●輸送する際には、以下にご注意下さい。 

 

輸送中に過度の振動輸送中に過度の振動輸送中に過度の振動輸送中に過度の振動、、、、衝撃を加えないで衝撃を加えないで衝撃を加えないで衝撃を加えないで下さい。下さい。下さい。下さい。    

    

 

輸送中の落下および荷扱い時のリフト等による突き刺し損傷等輸送中の落下および荷扱い時のリフト等による突き刺し損傷等輸送中の落下および荷扱い時のリフト等による突き刺し損傷等輸送中の落下および荷扱い時のリフト等による突き刺し損傷等が発生しないよが発生しないよが発生しないよが発生しないよ

うにしうにしうにしうにして下さいて下さいて下さいて下さい。。。。    

 

積み重ね等で破損する恐れの積み重ね等で破損する恐れの積み重ね等で破損する恐れの積み重ね等で破損する恐れの無い、無い、無い、無い、十分な十分な十分な十分な強度の材料で梱包強度の材料で梱包強度の材料で梱包強度の材料で梱包してしてしてして下さい下さい下さい下さい。。。。    

 

端子間の短絡端子間の短絡端子間の短絡端子間の短絡をををを防止防止防止防止するするするするためにためにためにために個々の絶縁を考慮して梱包して個々の絶縁を考慮して梱包して個々の絶縁を考慮して梱包して個々の絶縁を考慮して梱包して下さい下さい下さい下さい。。。。    

 

輸送中は、雨水・海水・雪氷・輸送中は、雨水・海水・雪氷・輸送中は、雨水・海水・雪氷・輸送中は、雨水・海水・雪氷・結露・凍結等結露・凍結等結露・凍結等結露・凍結等で濡らさないようにで濡らさないようにで濡らさないようにで濡らさないようにして下さいして下さいして下さいして下さい。。。。    

    

 

輸送の前後には、輸送の前後には、輸送の前後には、輸送の前後には、セルセルセルセルの電圧が仕様範囲を外れてないの電圧が仕様範囲を外れてないの電圧が仕様範囲を外れてないの電圧が仕様範囲を外れてない事事事事をご確認をご確認をご確認をご確認下さい。下さい。下さい。下さい。    

 

【空輸規制】【空輸規制】【空輸規制】【空輸規制】    

現在、リチウムイオンキャパシタは、2015 年度 IATA 規制における危険品として

の制限は受けておりません。但し、空輸規制は変更される可能性がありますので、

輸送する際にはその都度ご確認をいただき、適切な輸送方法をとられることを推

奨します。    
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１０１０１０１０．万一の場合．万一の場合．万一の場合．万一の場合 

●ご使用において異常が発生した場合は、以下の処置をとって下さい。 

 

セルの変形や破損が生じた場合は、直ちに使用を直ちに使用を直ちに使用を直ちに使用を中止して、交換または回収を中止して、交換または回収を中止して、交換または回収を中止して、交換または回収をしししし

て下さいて下さいて下さいて下さい。。。。    

    

 

セルから漏液や異臭が発生した場合は、直ちに使用を中止し直ちに使用を中止し直ちに使用を中止し直ちに使用を中止し、火気から遠ざけて、火気から遠ざけて、火気から遠ざけて、火気から遠ざけて

下さい下さい下さい下さい。。。。    

●漏出した電解液に引火する恐れがあります。 

 

 

１１１１１１１１．廃棄について．廃棄について．廃棄について．廃棄について 

●セルの廃棄に際しては、以下のことを遵守して下さい。 

 

セルを廃棄する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従い、事業者自「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従い、事業者自「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従い、事業者自「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従い、事業者自

身が特別管理産業廃棄物処分業者と契約した上で身が特別管理産業廃棄物処分業者と契約した上で身が特別管理産業廃棄物処分業者と契約した上で身が特別管理産業廃棄物処分業者と契約した上で適正に処理し適正に処理し適正に処理し適正に処理してててて下さい。下さい。下さい。下さい。    
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１１１１２２２２．保証責任について．保証責任について．保証責任について．保証責任について    

●弊社セル製品及び技術情報の双方又はいずれかを日本国外へ輸出または持ち出し第三者

へ提供する場合、外国為替、外国貿易管理法（外為法）、ＥＡＲ（米国再輸出規制）及び関

連法令・法規を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続きを行って下さい。 

本件に関し、必要な手続きがなされずに問題が発生した場合、弊社は責任を負いかねます

ので、ご了承下さい。 

 

●納入仕様書に記載した技術情報について、弊社又は第三者の知的所有権、その他権利の実

施、使用を許諾又は保証するものではありません。従って、その使用に関して第三者の権

利侵害に対し、弊社は責任を負いかねますので、ご了承下さい。 

 

●本書の記載内容を無断で転載または複写することを禁止します。 

 

●本書記載の使用範囲を逸脱した使用、誤使用又は不適切な使用に起因する不具合事象等に

つきましては、弊社は責任を負いかねますので、ご了承下さい。 

 

●貴社ご指定による設計変更（用途、使用条件を含む）に起因する不具合事象等につきまし

ては、弊社は責任を負いかねますので、ご了承下さい。 

 

●弊社は、品質・信頼性の向上に努めておりますが、製品の性格上、ある確率で欠陥・故障

が生じます。万が一故障等が発生した場合を考慮し、直接人命を脅かしたり、また身体や

財産に危害を与えたりしないように、装置やシステム上で十分な安全設計をして下さい。 

 

●本書１３項に記載の弊社製品仕様（例）は、代表値を示すものです。ご使用に際しては、

弊社セル製品個別の納入仕様書をご請求いただき、詳細をご確認下さい。 

 

●本書に記載されている内容は、今後、予告なく変更する場合があります。量産設計に際し

ては、念のため、弊社にお問合せ下さい。 
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１３．製品仕様１３．製品仕様１３．製品仕様１３．製品仕様((((例例例例)))) 

●リチウムイオンキャパシタの品番別 製品仕様(例)（電気特性）は下記の通りです。 

品  番 

公 称 

容 量 

初期規格値 

容 量 内部抵抗 

LIC1235R 3R8406 40F 32～48F 150mΩ以下 

LIC1840R 3R8107 100F 80～120F 100mΩ以下 

LIC2540R 3R8207 200F 160～240F 50mΩ以下 

LIC2540R 3R8277 270F 216～324F 50mΩ以下 

 

LIC1235R 3R8406 / LIC1840R 3R8107 / LIC2540R 3R8207 性能および規格 

 項  目 規  格 条  件 

1 使用温度範囲（℃） -25 ～ +85 － 

2 最大使用電圧（Ｖ） 3.8 使用温度範囲において 

ただし、70℃を超える温度では 3.5（Ｖ） 

3 最小使用電圧（Ｖ） 

（本製品には下限電圧があります） 

2.2 使用温度範囲において 

4 温度特性 -25℃ 容量 初期規格値の 60％以上 左記温度に 2 時間以上放置後測定す

る。 

 

 

※：＋85℃ 容量測定時の充電電圧は

3.5（Ｖ） 

内部抵抗 初期規格値の 10 倍以下 

+70℃ 容量 初期規格値を満足すること。 

内部抵抗 初期規格値を満足すること。 

+85℃

※

 容量 初期規格値を満足すること。 

内部抵抗 初期規格値を満足すること。 

5 高温負荷特性－１ 容量 初期規格値の 70％以上 周囲温度：70±2℃ 

最大使用電圧を 1,000 時間印加後 

内部抵抗 初期規格値の 2 倍以下 

６ 高温負荷特性－２ 容量 初期規格値の 70％以上 周囲温度：85±2℃ 

3.5Ｖを 1,000 時間印加後 

内部抵抗 初期規格値の 2 倍以下 

 

LIC2540R 3R8277 性能および規格 

 項  目 規  格 条  件 

1 使用温度範囲（℃） -25 ～ +60 － 

2 最大使用電圧（Ｖ） 3.8 使用温度範囲において 

３ 最小使用電圧（Ｖ） 

（本製品には下限電圧があります） 

2.2 使用温度範囲において 

４ 温度特性 -25℃ 容量 初期規格値の 50％以上 左記温度に 2 時間以上放置後測定す

る。 

 

 

内部抵抗 初期規格値の 10 倍以下 

+60℃ 容量 初期規格値の±10％ 

内部抵抗 初期規格値を満足すること。 

５ 高温負荷特性 

 

容量 初期規格値の 65％以上 周囲温度：60±2℃ 

最大使用電圧を 1,000 時間印加後 

内部抵抗 初期規格値の 2 倍以下 

注記：特に断りの無い限り、試験は、全て常温(25±5℃)、常湿（60±20%RH）を標準として測定

しております。 
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製品仕様（例）は、代表値を示すものです。ご使用に際しては、製品個別のご使用に際しては、製品個別のご使用に際しては、製品個別のご使用に際しては、製品個別の    

納入仕様書を弊社にご請求いただき、詳細をご確認納入仕様書を弊社にご請求いただき、詳細をご確認納入仕様書を弊社にご請求いただき、詳細をご確認納入仕様書を弊社にご請求いただき、詳細をご確認下さい。下さい。下さい。下さい。    

    

 

製品仕様における試験条件詳細につきましては、弊社までお問合せ弊社までお問合せ弊社までお問合せ弊社までお問合せ下さい。下さい。下さい。下さい。    

    

    

 

製品仕様は、事前予告なく変更する場合がありますので、ご使用に際しては、ご使用に際しては、ご使用に際しては、ご使用に際しては、

弊社ま弊社ま弊社ま弊社までご確認下さいでご確認下さいでご確認下さいでご確認下さい。。。。    

 

    

    

１１１１４４４４．外形概略寸法．外形概略寸法．外形概略寸法．外形概略寸法((((参考値参考値参考値参考値)))) 

●リチウムイオンキャパシタの品番別外形図および概略寸法（参考値）は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品  番 

製品寸法(mm) 

A B C D E Ｆ 

LIC1235R 3R8406 φ12.6 36.5 17Min 5Min 5.0 φ0.8 

LIC1840R 3R8107 φ18.1 41.5 17Min 5Min 7.5 φ0.8 

LIC2540R 3R8207 φ25.2 41.0 17Min 5Min 12.6 φ1.0 

LIC2540R 3R8277 φ25.2 41.0 17Min 5Min 12.6 φ1.0 

※本製品は圧力弁を備えています。圧力弁が有効に機能するために、圧力弁の上部に所定の空間 

（直径がφ18ｍｍ未満の製品；2ｍｍ以上、φ18ｍｍ以上の製品；3ｍｍ以上）を設けて設置し

てください。 

 

 

外形概略寸法は、参考値を示すものです。ご使用に際しては、製品個別のご使用に際しては、製品個別のご使用に際しては、製品個別のご使用に際しては、製品個別の    

納入仕様書を弊社にご請求いただき、詳細をご確認納入仕様書を弊社にご請求いただき、詳細をご確認納入仕様書を弊社にご請求いただき、詳細をご確認納入仕様書を弊社にご請求いただき、詳細をご確認下さい下さい下さい下さい。。。。    

    

 

外形概略寸法は、事前予告なく変更する場合がありますので、 

ご使用に際しては、弊社までご確認ご使用に際しては、弊社までご確認ご使用に際しては、弊社までご確認ご使用に際しては、弊社までご確認下さい下さい下さい下さい。。。。    

 

 

 

ＡＡＡＡＢＢＢＢ ＣＣＣＣ ＤＤＤＤ

ＥＥＥＥ

＋＋＋＋

－－－－

ＦＦＦＦ
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【参考】【参考】【参考】【参考】    

    リチウムイオンキャパシタに関する法規制およびガイドラインリチウムイオンキャパシタに関する法規制およびガイドラインリチウムイオンキャパシタに関する法規制およびガイドラインリチウムイオンキャパシタに関する法規制およびガイドライン        

2015 年時点における関連法規制を参考までに以下で示します。 

 

    

ご利用の際には、最新の法規制をご確認ご利用の際には、最新の法規制をご確認ご利用の際には、最新の法規制をご確認ご利用の際には、最新の法規制をご確認下さい下さい下さい下さい。。。。    

    

    

NO. 法律・規則 貯蔵 輸送 廃棄 安全 

１ 消防法 ○ ○ － － 

２ IATA 危険物規則 － ○ － － 

３ 危険物船舶運送および貯蔵規則 ○ ○ － － 

４ 船舶安全法 － ○ － － 

５ 航空法 － ○ － － 

６ 廃棄物処理法 － － ○ － 

７ 安全アプリケーションガイド － － － ○ 

    

１．消防法（１．消防法（１．消防法（１．消防法（平成平成平成平成 26262626 年年年年 6666 月月月月 13131313 日日日日    法律第法律第法律第法律第 69696969 号号号号）／火災予防条例（各自治体）／火災予防条例（各自治体）／火災予防条例（各自治体）／火災予防条例（各自治体が定める）が定める）が定める）が定める）    

リチウムイオンキャパシタに使用される電解液の貯蔵、国内輸送に関しての規定です。消防

法により指定数量が定められ、火災予防条例で通常の取扱量が規定されております。リチウ

ムイオンキャパシタ（セル/モジュール）においては、電解液に第 4 類第 3石油類水溶性液体

危険等級Ⅲ（消防法の指定数量 4,000 リットル）を使用しています。製品毎の電解液使用量

については、弊社営業を通してお問い合わせ下さい。 

また、この危険物を貯蔵又は取扱う場合には、許可を受けた施設において、政令で定める技

術上の基準に従って行わなければならないと定められておりますので、詳細は消防法および

各自治体が定めた火災予防条例をご確認下さい。 

    

２．２．２．２．IATAIATAIATAIATA 危険物規則（危険物規則（危険物規則（危険物規則（2012012012015555 年年年年 1111 月第月第月第月第 56565656 版）版）版）版）    

現在リチウムイオンキャパシタは、2015 年度 IATA 規制においては危険品としての制限は受

けておりません。但し、空輸規制は変わる可能性がありますので、輸送に際してはその都度

ご確認をいただいた上で適切な輸送方法をとられることを推奨します。 

 

３．危険物船舶運送および貯蔵規則（３．危険物船舶運送および貯蔵規則（３．危険物船舶運送および貯蔵規則（３．危険物船舶運送および貯蔵規則（平成平成平成平成 26262626 年年年年 12121212 月月月月 12121212 日日日日    国土交通省令国土交通省令国土交通省令国土交通省令    第第第第 93939393 号号号号））））    

危険物の船舶運送や貯蔵は、危険物船舶運送および貯蔵規則に従って下さい。 

 

４．船舶安全法（平成４．船舶安全法（平成４．船舶安全法（平成４．船舶安全法（平成 26262626 年年年年 6666 月月月月 13131313 日日日日    法律第法律第法律第法律第 69696969 号）号）号）号）    

使用している電解液は、引火性液体類に該当します。船舶安全法の規定に従って下さい。 

 

５．航空法（５．航空法（５．航空法（５．航空法（平成平成平成平成 26262626 年年年年 6666 月月月月 13131313 日日日日    法律第法律第法律第法律第 70707070 号号号号））））    

輸送上の航空規制は、航空法の規定に従って下さい。 

 

６．廃棄物の処理及び清掃に関する法律（略称：廃棄物処理法、廃掃法６．廃棄物の処理及び清掃に関する法律（略称：廃棄物処理法、廃掃法６．廃棄物の処理及び清掃に関する法律（略称：廃棄物処理法、廃掃法６．廃棄物の処理及び清掃に関する法律（略称：廃棄物処理法、廃掃法    平成平成平成平成 27272727 年年年年 7777 月月月月 17171717 日第日第日第日第 55558888 号）号）号）号）    

廃棄は、特別管理産業廃棄物処分業者に依頼することが必要です。 

詳細は、各自治体が定めた規定に従って下さい。 

 

７７７７．．．．JEITA RCRJEITA RCRJEITA RCRJEITA RCR----2377 2377 2377 2377 リチウムイオンキャパシタの安全アプリケーションガイドリチウムイオンキャパシタの安全アプリケーションガイドリチウムイオンキャパシタの安全アプリケーションガイドリチウムイオンキャパシタの安全アプリケーションガイド    

（（（（平成平成平成平成 25252525 年年年年 11111111 月月月月制定制定制定制定））））    
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【改訂履歴】 

変更履歴 年月日 変更内容および特記事項 

1st 2015/10/16 初版 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 




