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キュービクル式リチウムイオン蓄電池の一時
的な貯蔵に関する安全性の検討について
リチウムイオン蓄電池の貯蔵に関する規制

 リチウムイオン蓄電池の電解液は危険物（主に第４
類第２石油類（非水溶性））であることから、指定数
量（1,000L）以上を貯蔵する場合、壁、柱及び床を
耐火構造等とした屋内貯蔵所に貯蔵する必要がありま
す（危険物の規制に関する政令第10条）。
 一方で、指定数量未満のリチウムイオン蓄電池を出
入口（厚さ1.6mm以上の鋼板又はこれと同等以上の
性能を有する材料で造られたものに限る。）以外の開
口部を有しない厚さ1.6mm以上の鋼板又はこれと同
図３ どのプロセスにおいてAIを活用するかについての見える化の例

等以上の性能を有する材料で造られた箱（以下、単に
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