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                     殿 

ＭＳリチウム二次電池 

 製品仕様書 

型式：    ＭＳ９２０ＳE FL27E 

 

ご受領欄 

  年    月    日受領 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

販売元： 

セイコーインスツル株式会社 
電子デバイス事業ユニット 

マイクロエナジー事業部 ME営業総括部 

 

承認 担当 

  

 
 
 

これは製品の概要を理解頂く為の資料です。 

内容は契約書としての仕様と同一です。 

 

当製品の御採用にあたっては 

別途弊社から捺印欄のある仕様書を発行 

いたしますので、契約書としての仕様書の 

取り交わしをお願いいたします。 
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改訂履歴 
Rev 改訂内容 発行日 

０１ 新規設定 2008年12月１0日 

０2 取扱い上の禁止事項；リチウム電池の輸送規制変更 2009年 1月 5日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製造元： 

〒989-3124 宮城県仙台市青葉区上愛子字松原４５－１ 

セイコーインスツル株式会社 
電子デバイス事業ユニット 

マイクロエナジー事業部 

 

ＴＥＬ：０２２－３９１－９３３１ 

ＦＡＸ：０２２－３９１－９３３０ 
 
 

ME品質保証  ME技術部 

承認 担当  照査 
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＜目次＞ 
番号 項目 頁 

－ 表紙 １ 

－ 改訂履歴および製造元情報 ２ 

－ 目次 ３ 

１ 適用範囲 ４ 

２ 型式 ４ 

３ 構成および構造 ４ 

４ 公称仕様 ４ 

５ 保証特性値 

電気的特性 

機械的特性 

信頼性 

測定試験別パラメータ値 

５ 

６ 測定方法 ７ 

７ 試験方法 ８ 

８ 実装方法 ９ 

９ 表示 ９ 

１０ 検査（出荷検査および受入検査） １０ 

１１ 梱包仕様 １０ 

１２ 品質異常時の処理 １０ 

１３ 仕様書の運用 １０ 

 

（付図） 

※漏液外観基準 

※電池構成図 

※端子付電池図面 

※トレー図 

※梱包仕様（国内向け） 

※梱包仕様（海外向け） 

※安全確保のための取扱上の禁止事項 
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１．適用範囲 

本仕様書は、セイコーインスツル株式会社が製造し、 本仕様書表紙に記載のユーザー殿

（以下甲殿と言う） に納入するＭＳリチウム二次電池について適用する。 

２．型式 

本仕様書表紙に記載。 

３．構成および構造 

付図「電池構成図」および「端子付電池図面」参照。 

4. 公称仕様 

  型式 

No. 特性 MS920SE 

4-1 動作可能温度範囲 －20℃～＋60℃ （60℃は期間限定） 

4-2 推奨保存温湿度 温度：10℃～30℃，  

湿度：60％ＲＨ以下 

4-3 公称電圧 3Ｖ 

4-4 充電電圧 2.8Ｖ ～ 3.3Ｖ 

4-5 推奨充電電圧 3.1Ｖ 

4-6 最大充電電流(mA)  
 電池電圧が3Vの時 0.5 
 電池電圧が0Vの時 10 

4-7 公称容量(mAh)：充電後  
 3.1V～2.0V 11 

4-8 保有容量(mAh)：出荷時 11 

4-9 標準放電電流(mA) 0.05 

4-10 最大放電電流(mA)  
 公称の約50％容量を取り出せる電流 0.8 
 電圧2.0Vを5秒以上保持可能の電流 6.0 

4-11 公称寸法  
 直径(mm) 9.5 
 高さ(mm) 2.1 

4-12 標準質量(g) 0.47 

4-13 適用安全規格 UL1642 (UL File No. MH15628 ) 

※ 米国カリフォルニア州法『過塩素酸塩の取扱いに関する規則』には非該当となります。 
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５． 保証特性値 

※初度とは、納入後１ヶ月を指す。 

※漏液の判定基準は、付図「漏液外観基準」を参照。 

５－１．電気的特性 

  型式 試験 測定 

No. 特性 MS920SE 方法 方法 

１ 初度開路電圧：出荷時（Ｖ） － 6-4 

  範囲 2.6～3.4   

２ 初度開路電圧：充電後（Ｖ） － 6-4 

  範囲 2.8～3.1   

３ 初度容量（ｍＡｈ）：下限値を規定 － 6-2 

  ２４℃ 9.3   

  －２０℃ 6.1   

  ６０℃ 9.3   

４ 初度内部インピーダンス（Ω）：上限値を規定 － 6-3 

  ２４℃ 100   

  －２０℃ 400   

  ６０℃ 100   

５－２．機械的特性 

  型式 試験 測定 

No. 特性 MS920SE 方法 方法 

１ 端子引っ張り強度（Ｎ）：端子付の場合 － 6-8 

  下限値 付図「端子付電池図面」に記載   

２ 外観  6-9 

  初度（納入時） 漏液のないこと。 

Ｓ２以上の異物付着のないこと。 

また、性能を損なうような変形，錆び，打痕，

汚れおよびバリの無いこと 

－  

  試験後 性能を損なうような漏液は無いこと 

（Ｃ１以上の漏液のないこと） 

および、性能を損なうような変形，錆び，打

痕，汚れおよびバリの無いこと 

7-3 

7-4 

7-5 

 

３ 耐衝撃性 初度容量，初度内部インピーダンス規格値

を満足すること。また、性能を損なうような漏

液，変形，錆び，打痕，汚れおよびバリの無

いこと 

7-9 6-2 

6-3 

6-9 

４ 耐振動性 初度容量，初度内部インピーダンス規格値

を満足すること。また、性能を損なうような漏

液，変形，錆び，打痕，汚れおよびバリの無

いこと 

7-10 6-2 

6-3 

6-9 
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５－３．信頼性 

  型式 試験 測定 

No. 特性 MS920SE 方法 方法 

１ 高温保存特性 7-3  

  容量下限値(mAh) 8.2  6-2 

２ 低温保存特性 7-4  

  容量下限値(mAh) 9.3   

３ フロート充電特性（高温負荷特性） 7-5  

  容量下限値(mAh) 8.2  6-2 

  内部インピーダンス上限値(Ω) 300  6-3 

４ 過放電特性 7-6  

  容量下限値(mAh) 6.0  6-2 

５ 充放電サイクル特性  6-2 

  ２０％放電深度 １０００サイクル以上 7-7-1  

  １００％放電深度 １００サイクル以上 7-7-2  

６ 耐漏液性 性能を損なうような漏液の無いこ

と（Ｃ１以上の漏液のないこと） 

7-8 6-9 

５－４．測定・試験別パラメータ値 

  型式 試験 測定 

No. 特性 MS920SE 方法 方法 

１ 容量測定 6－2 6-2 

  充電電圧Vc(V) 3.1   

  充電抵抗Rp(kΩ) 0.33   

  充電時間Tc(時間) 72   

  放電抵抗Rd(kΩ) 100   

  終止電圧Voff(V) 2.0   

２ フロート充電特性（高温負荷特性） 7-5  

  充電電圧Vc(V) 3.1   

  充電抵抗Rp(kΩ) 2   

３ 過放電特性 7-6  

  放電抵抗Rs(kΩ) 10   

４ 充放電サイクル特性（２０％放電深度） 7-7-1  

  充電電圧Vc(V) 3.1   

  充電抵抗Rp(kΩ) 0.33   

  充電時間Tcs(時間) 4   

  放電抵抗Rds(kΩ) 10   

  放電時間Tds(時間) 7   

５ 充放電サイクル特性（１００％放電深度） 7-7-2  

  充電電圧Vc(V) 3.1   

  充電抵抗Rp(kΩ) 0.33   

  充電時間Tcd(時間) 72   

  放電抵抗Rdd(kΩ) 10   

  放電時間Tdd(時間) 38   
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６． 測定方法 

６－１．測定環境および測定の時期 

特に指定がない限り、測定は温度２４±２℃，湿度６５±２０％ＲＨの環境で、納入後１ヶ月

以内（初度）に行なう。 

６－２．容量測定 

１）充電 

充電電圧Vcを充電抵抗Rpを介して充電時間Tcの間、試験品に印加し充電する。 

２）放電 

放電抵抗Rdを試験品に接続した時刻を基点とし、終止電圧Voffに達するまで、時刻(Ti)と

電圧(Vi）を計測する。測定間隔は、１時間以内とする。 

３）容量計算 

下式（区分求積法）により容量値(C)を算出する。 
 

( ) ( )∑ ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−××

+
=

+
+

i
ii

ii TTVV
Rd

C 1
1 1

2
)(容量値  

４）回路図 

測定に使用する充放電回路の概略図を示す。 

６－３．内部インピーダンス測定 

周波数１ｋＨｚの交流法により測定する。 

６－４．電圧 

ＪＩＳ  Ｃ １１０２（指示電気計器）に規定する０．２級，またはこれと同等以上の精度を有し、

入力インピーダンスが１０ＭΩ以上の直流電圧計を用いる。 

６－５．電流 

電流計を使用する場合、ＪＩＳ  Ｃ １１０２（指示電気計器）に規定する０．２級，またはこれと

同等以上の精度を有する電流計を用いる。 

６－６．抵抗 

抵抗は、外部回路のすべての抵抗を含むものとし、許容差±２．０％以下とする。 

６－７．寸法測定 

寸法測定は、ＪＩＳ Ｂ ７５０３（ダイヤルゲージ），ＪＩＳ Ｂ ７５０７（ノギス）およびＪＩＳ Ｂ ７５

０２（外側マイクロメータ）に規定するもの、またはこれと同等以上の精度のものを使用す

る。 

６－８．端子引っ張り強度測定 

許容差±１．０％以下のデジタルフォースゲージを用いる。引っ張り方向は、固着面に対し、

垂直方向とする。 

６－９．外観観察 

出荷時（納入時）は目視観察とし、試験後は１０倍の実体顕微鏡を用いる。 

Rp

Rd

Vc

+
-
Vi

（充電）

（放電）
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７．試験方法 

７－１．試験環境および試験開始の時期 

特に指定がない限り、試験は温度２４±２℃，湿度６５±２０％ＲＨの環境で、納入後１ヶ月

以内（初度）に開始する。 

７－２．温度特性 

試験品を、下記の各温度雰囲気に２時間放置した後、電気特性を測定する。 

温度 ：２４±２℃，－２０±２℃，６０±２℃ 

７－３．高温保存特性 

充電電圧Vc、充電抵抗Rp、充電時間Tcで充電した試験品を、６０±２℃の温度中、２０日

間保存した後取り出し、電気特性の測定と、外観の観察を行う。 

７－４．低温保存特性 

充電電圧Vc、充電抵抗Rp、充電時間Tcで充電した試験品を、－４０±２℃の温度中、９６

時間保存した後取り出し、電気特性の測定と、外観の観察を行う。 

７－５．フロート充電特性（高温負荷特性） 

試験品を６０±２℃の温度中、充電電圧Vc、充電抵抗Rpで２０日間連続充電した後、電気

特性の測定と、外観の観察を行う。 

７－６．過放電特性 

試験品に放電抵抗Ｒsを３０日間接続した後、抵抗を取り外し、６－２の容量測定を行う。 

７－７．充放電サイクル特性 ：初度容量規格値（２４℃）を１００％とする。 

７－７－１．２０％深度サイクル特性 

充電：充電電圧Vc、充電抵抗Rp、充電時間Tcs 

放電：放電抵抗Rds、放電時間Tds 

寿命：６－２の測定に置いて初度容量規格値の５０％となった時点を寿命とする。 

７－７－２．１００％深度サイクル特性 

充電：充電電圧Vc，充電抵抗Rp，充電時間Tcd 

放電：放電抵抗Rdd，放電時間Tdd，電池電圧は2.0Vを下回らないこと 

寿命：６－２の測定に置いて初度容量規格値の５０％となった時点を寿命とする。 

７－８．耐漏液性 

試験品を－１０±２℃の雰囲気に１時間保持、６０±２℃の雰囲気に１時間保持を１サイク

ルとする熱衝撃を１００サイクル行った後、漏液の有無を調べる。 

判定基準は、添付の漏液外観基準とする。 

７－９．耐衝撃性 

試験品を厚さ３ｃｍの樫の板に７５ｃｍの高さから任意の方向に１０回落下させる。 

（端子付の場合、端子は切断してから試験する） 

７－１０．耐振動性 

試験品に、振幅２ｍｍ，振動数１０００サイクル／分の振動をＸ，Ｙ，Ｚの３方向に各３０分加

える。（端子付の場合、端子は切断してから試験する） 
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８．実装方法 

８－１．端子付の場合 

１）手ハンダ 

下記条件の手ハンダにより実装する。 

 型式 

 ＭＳ９２０ＳE 

こて先温度 ３５０℃以下 

ハンダ付け時間 ５秒以内 

但し、電池本体温度が８５℃を超えないようにすること。 

決して、電池缶等の電池本体に直接ハンダ付けはしないこと。 

２）ディップハンダ 

ディップハンダによるハンダ付けは出来ない。 

３）リフローハンダ 

リフローハンダによるハンダ付けは出来ない。 

９．表示 

電池本体および最小梱包単位に下記を表示する。 

９－１．刻印（電池本体） 

電池本体底面（正極缶面）に次の事項を表示する。 

（１）形式記号 （２）＋の極性 

（３）製造業者またはその略号 （４）原産国名 

ただし、（２）項以外は省略できるとする。 

９－２．製造年月（電池本体もしくは最小梱包単位） 

製造年月を、端子も含んだ電池正極面（何れも可能な場合）および最小梱包単位に下記

の通り表示する。 

（印字文字例） ４Ｚ□□・・・ ２００４年１２月製造 

 ５Ｙ□□・・・ ２００５年１１月製造 

 ６１□□・・・ ２００６年１月製造 

月略号 ： １（１月），２（２月），．．．．，９（９月），０（１０月），Ｙ（１１月），Ｚ（１２月） 

 （印字例） 

 

 

①：西暦末尾 

②：月略号 

③：製造者コード 

④：製造者コード 

 

 

※注意： 印字方式はレーザータイプ 

① ③ ④ 

正極面 

②
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１０．検査（出荷検査および受入検査） 

１０－１．ロットの構成 

ロットは、同一製造条件で製造されたものとする。 

１０－２．出荷検査 

セイコーインスツル株式会社は納入前に下表に基づく出荷検査を行う。 

検査結果は、甲殿からの要求に応じて提出するものとする。 

No 検査項目 判定基準 頻度 

１ 初度開路電圧：出荷時 ｎ＝６，ｃ＝０ ロット毎 

２ 初度内部インピーダンス ｎ＝６，ｃ＝０ ロット毎 

３ 初度容量 ｎ＝６，ｃ＝０ 月１ロット 

４ 耐漏液性 ｎ＝１０，ｃ＝０ ロット毎 

１０－３．受入検査 

甲殿は、納入後一ヶ月以内に受入検査を行い、不合格時には、速やかにセイコーインスツ

ル株式会社に結果を報告するものとする。納入後、一ヶ月を経過して、不合格の連絡のな

い場合、合格したものとする。 

１１．梱包仕様 

包装用トレー，包装および荷姿の一例を下記に示す。 

本梱包仕様は、断り無く変更することがある。 

１１－１．包装用トレー 

付図「トレー図」参照。製品は正極を上にして収納する。 

１１－２．包装および荷姿 

付図「梱包仕様（国内向け）」および「梱包仕様（海外向け）」参照。 

１２．品質異常時の処理 

品質不良等の事故については、代品の納入のみとする。 

本件対象物に関して、当社が甲殿に対して負う責任は、法律上の責任および契約上の責

任を含めて、本項記載の内容を全てとする。 

１３．仕様書の運用 

１３－１．仕様書の変更 

本仕様書の変更は、甲殿，およびセイコーインスツル株式会社が協議し、同意の上で行

う。 

１３－２．事故発生時の処理 

本仕様書に設定の無い事項に対し、事故が発生した場合には、甲殿，およびセイコーイン

スツル株式会社が誠意をもって協議の上、これを処理する。 



Leakage Criteria 漏液外観基準

Criteria 外観基準

Grade 級 Diagram 図 Definition 定義

S1

Leakage
漏液

Leakage
漏液

The leakage can not be seen by naked
eyes, but can be seen by microscope,
which have magnification of 10 to 15.
肉視で判別不可

顕微鏡（１０～１５倍）で判別可能なもの

S2

Leakage
漏液

Leakage
漏液

The leakage can be seen by naked eyes.
The area of leakage is within half of the
round and reaching to neither the flat
area of the negative can nor the
straight area of the positive can.
The leakage is not bridged between the
negative can and the positive can.
肉視で判別可能なもの。円周１/２まで

Ｒ部を超えないこと

ブリッヂ（正極缶と負極缶）のないこと

S3

Leakage
漏液

Leakage
漏液

The area of leakage is from half to all of
the round and reaching to neither the
flat area of the negative can nor the
straight area of the positive can.
The leakage is not bridged between the
negative can and the positive can.
円周１/２～全周

Ｒ部を超えないこと

ブリッヂ（正極缶と負極缶）のないこと

C1

Leakage
漏液

Leakage
漏液

Bridge
ブリッジ

The area of leakage is reaching to
either the flat area of the negative can
or the straight area of the positive can.
The leakage is bridged between the
negative can and the positive can.
Ｒ部を超えたもの

負極缶のフラット部まで到達

正極缶のストレート部まで到達

ブリッヂ（正極缶と負極缶）のあるもの
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安全確保のための取扱い上の禁止事項 
リチウム二次電池（ＭＳ，ML，ＨＢ，TS）は、有機溶媒など可燃性物質を内蔵しており、使用の際は次のこと
を必ず守ってください。 

 
●大電流・高電圧で充電しないでください。 
大電流・高電圧で充電すると電池内の電解液が沸騰したり、ガスの発

生で内部圧力が上昇したりして、二次電池を発火、発熱、漏液、破裂さ

せるおそれがあります。 

●火の中に入れたり、加熱、分解しないでください。 
絶縁物などを損傷させ、二次電池を発火、発熱、漏液、破裂させるおそ

れがあります。 

●本体に直接はんだ付けをしないでください。 
熱により絶縁物等を損傷させたりして、二次電池を発火、発熱、漏液、

破裂させるおそれがあります。 

●二次電池の（＋）と（－）を針金などで接続したり、またネックレス

やヘアピンなどの金属製品と一緒に持ち運んだり、保管しない

でください。 
二次電池がショート状態となり、過大電流が流れたりして、二次電池を

発火、発熱、漏液、破裂させるおそれがあります。 

●乳幼児の手の届かない所に置いてください。 
万一、漏れた液をなめたり、二次電池を飲み込んだ場合は、直ちに医

師と相談してください。 

●（＋）と（－）を逆にして使用しないでください。 
逆充電などで異常反応を起こしたりして、二次電池を発火、発熱、漏液、

破裂させるおそれがあります。 

●強制放電しないでください。 
外部電源や他の電池により電池を強制放電すると電圧が 0Ｖ以下（転
極）になり、電池内部でガスが発生して膨張、発火、破裂、燃焼の原因

となります。 

●二次電池が漏液や、異臭がするときは、漏れた電解液に引火

するおそれがありますので、直ちに火気から遠ざけてください。 

●二次電池を廃棄する場合及び保管する場合には、テープなどで

絶縁してください。 
二次電池をごちゃ混ぜにしたり、他の金属と混ぜたりすると、二次電池

がショートして発火、発熱、破裂することがあり、けがをしたり火災に至

るおそれがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
●二次電池の液が目に入ったときは、目に障害を与えるおそれが

ありますので、こすらずにすぐ水道水などのきれいな水で充分

に洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。 

●新しい二次電池と一度使用した古い二次電池、種類の異なる

電池などを混用しないでください。 
特性の違いから、二次電池を発熱、漏液、破裂させるおそれがありま

す。 

●２個もしくはそれ以上の電池を直列あるいは並列で接続する場

合は、事前に弊社にご相談下さい。 
負荷バランスにより破裂させるおそれがあります。 

●直射日光の強い所や炎天下の車内などの高温の場所で使用、

放置しないでください。 
二次電池を発熱、漏液、破裂させるおそれがあります。 

●強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。 
二次電池を発熱、漏液、破裂させるおそれがあります。 

●水などに濡らさないでください。 
二次電池を発熱させるおそれがあります。 

●直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。 
二次電池を発熱させるおそれがあります。 

 

 

性能低下を防ぐために 
 

●静電気防止用マットに注意 
端子付電池や実装後の基板を静電気防止マット上に放置すると電池が

ショートし、電圧が低下するおそれがあります。 
●ハンダ付けに注意 
加熱の原因となりますので、ハンダゴテによるハンダ付け時にハンダゴ

テが電池本体に触れないようにご注意ください。 また、電池実装後に

他部品のハンダ付けを行う際にも、ハンダゴテが電池に触れないよう、

ご注意ください。 

●ピックアップ治具に注意 
基板への実装時に使用する電池のピックアップ治具には、樹脂等の絶

縁物をご使用下さい。導電性の治具を用いた場合、治具によりショート

し、電池の電圧低下を引き起こします。ショート後の電池電圧の完全な

復帰には、時間が掛かります。 
●基板洗浄時の洗浄液および乾燥温度に注意 
洗浄液の種類、乾燥温度によっては、電池の性能に影響を及ぼすこと

があります。洗浄液を使用する際は、弊社にお問い合せください。 

リチウム電池の輸送・廃棄に関して 
●航空輸送・海上輸送・陸上輸送 
リチウム電池の輸送に関しては、国連勧告に基づいて、ＩＡＴＡ，ＩＣＡＯ，Ｉ

ＭＯ，ＤＯＴ等の関連機関が、航空・船舶・陸上輸送に関する規制を設け

ております。 

弊社リチウム二次電池（単電池）は、下記の要件（輸送の形態、方法、

仕向先で異なります）を満足することで、航空輸送の危険物除外規定を

受けることができます。詳細は弊社までお問い合せ下さい。また、海上・

陸上輸送の規制についても、詳細は弊社までお問い合せ下さい。 

（電池のリチウム含有量）：1.0gを越えないこと。 
（電池の安全自己認証）：国連試験基準に合格していること。 

（包装・梱包）：個々電池の分離と強固な包装による外部短絡防止。 

（Caution ラベル）：梱包外装面にリチウム電池が収納されている旨と、
ダメージ発生の場合の取扱い要領、および緊急連絡先を記載した IATA

指定様式のラベルを貼り付けする。（印刷も可） 

（非危険物申告書）：輸送書類にリチウム電池である旨と、ダメージ発生

の場合の取扱い要領、および緊急連絡先を記載する。 

（梱包落下試験）：1.2m落下試験で、試験基準に合格していること。 

（梱包重量制限）：2.5kg以下。 
（米国向け出荷物）：「Cautionラベル」、「非危険物申告書」に24時間対
応の緊急連絡先の明記が必要です。ご相談下さい。 

（機器に組み込まれた電池を輸送の場合）：従来は Caution ラベル、非
危険物申告書は不要でしたが、2009年 1月 1日より 1梱包当たり 5個
以上の場合は Caution ラベルと非危険物申告書が必要になりました。 
（電池と機器を同梱して輸送の場合）：従来は 1梱包当たり 24個以下な
ら Cautionラベル、非危険物申告書は不要でしたが、2009年 1月 1日
より全て、Cautionラベルと非危険物申告書が必要になりました。また同
梱可能な電池の数は、機器の動作に必要な数量＋2個までです。 

●廃棄 
世界的に地球環境保護に対する関心が高まっており、欧米諸国をはじ

め日本でも廃棄・リサイクルに関する法令化がされております。現状で

は、各国、各州、各地方自治体で異なっており、廃棄については、各所

轄の管理当局にお問い合せが必要です。 
 

 

 

 

!  警告 

電池が消耗

※電池相互の接触により上図のように、放電回路が

　形成され、電池が消耗します。

電池が消耗

放電回路

絶縁例
セロファンテープ

電池が重なり合ってごちゃ混ぜ状態禁止

セイコーインスツル株式会社 

!  注意 




