
　スマートフォンやタブレットなどモバイル
機器の普及により、持ち運び可能なリチウム
イオン蓄電池、いわゆるモバイルバッテリー
の市場が拡大し、多くのメーカーからさまざ
まな商品が販売されています。一方ではリチ
ウム蓄電池の破裂や発火の事例も散見される
ことから電気用品安全法が改正され、2019
年 2 月からモバイルバッテリーも規制対象と
なり、PSE マークのないものは販売できな
くなります。そこで低価格のモバイルバッテ
リーの品質や安全性をテストしました。

・低価格モバイルバッテリー　　3銘柄
・高容量モバイルバッテリー　（参考品）

○放電容量
　満充電したモバイルバッテリーの放電容量
を測定しました。放電方法は USB 給電タイ
プのLEDライトの点灯です。
　放電容量は、№1 は公称 2000mAh に対し、
1160mAh、№2、3 は公称 3000mAh に対し
1924mAh（№2）、1820mAh（№3）で し た。
参考品は公称 10000mAh に対し 6177mAh で
した。公称容量に対し№1 は 57.6％、№2 は
64.3％、№3は60.7％、参考品は61.8％でした。
○蓄電容量
　モバイルバッテリーを電池残量 0％から充
電した際の蓄電容量を測定しました。
　蓄電容量は、№1は公称2000mAhに対し

1942mAh、№2 と№3 は公称 3000mAh に対し
2993mAh（№2）、2681mAh（№3）で あ り、
参考品は公称 10000mAh に対し 9127mAh で
した。公称容量に対し、No.1 は 97.1％、
No.2 は 99.8％、No.3 は 89.4％、参考品は
91.3％でした。
○個体差
　各銘柄 5検体を測定したところ、個体によ
るばらつきは№1 が大きく、放電容量平均と
の差が－18.5％から＋27.2％、蓄電容量平均
との差は－22.6％から＋28.9％でした。
○繰り返し試験
　「電池残量 0％のモバイルバッテリーを
100％まで充電する」を10回繰り返し、放電
容量と蓄電容量の変化を試験しました。
　参考品を含め全銘柄、放電容量、蓄電容
量ともに平均に対して±5％以内でした。
○安全性
・ 温度測定＝異常加熱などがないか調べたと
ころ、周囲温度 23℃において放電時の本体
温度は全銘柄 30℃以下。また、蓄電時の本
体温度は全銘柄 45℃以下で問題ありません
でした。
・ 落下試験＝1m の高さから厚さ 3cm の木の
板に5回落下させましたが全銘柄破損は見ら
れず、放電・蓄電ともに問題なく行えました。
○経済性
　1 回の蓄電における電気代は蓄電容量に比
例し、№1 は 0.28 円、№2、3 は 0.44 円、参考
品は蓄電容量が大きいため、1.38円でした。
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テスト品

テスト結果

誤使用や衝撃に注意して
～低価格のモバイルバッテリーの品質～
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　20 代から 50 代までの男女計 10 人に対し
て所有しているスマートフォンへ、№1～3の
満充電にしたモバイルバッテリーから充電し
てもらい、以下の項目について調査しました。
○充電回数
　公称2000mAhの№1は平均0.6回、公称

3000mAhの№2、3は平均1.0回でした。また、
公称10000mAhの参考品は平均2.8回でした。
○使用性
　「携帯性」に関しては全銘柄とも評価が高
く、「充電量」「充電時間」では№2、3、「価格」
では№1、2 の評価が高い結果でした。また、
「購入したいと思う」と回答したモニターは、
№2が10人中8人と最も多い結果でした。

・ モバイルバッテリーの出力電圧・電流は商
品ごとに異なり、タブレットなど充電したい
機器の入力電圧・電流によっては使用できな
い場合や充電に時間のかかる場合がありま
す。それぞれの仕様をよく確認しましょう。
・ モバイルバッテリーによる事故は 2012 年
度は 1 件だったのに対し、2016 年度には 51
件と大幅に増加し、5 年間で計 108 件報告さ
れています（製品評価技術基盤機構）。そし
て 2018 年 2 月に電気用品安全法が改正され
ました。移行期間後 2019 年 2 月から規制の
対象となり、PSE マークのないものは販売
できなくなります。
・ モバイルバッテリーに使用されているリチ
ウムイオン蓄電池は電力密度が高いため事故
が度々起きています。ズボンのポケットに入
れた状態で転倒し、そのまま使用していたと

ころ発熱・発火した例や、発火した際に寝具
の上に置いていたため火災になったなど、落
とす、分解するなど使用者の誤使用や不注意
により発火する事故も発生しています。衝撃
を与えない、高温になる場所や燃えやすい物
のそばで使用しないなどの注意が必要です。
・ 飛行機に乗る際、モバイルバッテリーは預
けることができなくなりました。手荷物とし
ての機内持ち込みは可能です。条件など詳細
は、航空会社のホームページなどで確認しま
しょう。
・ リチウムイオン蓄電池を捨てる際、市町村
による回収は行われておらず、リサイクル品
として大型家電量販店やホームセンター等で
回収している場合が多いので、自治体のホー
ムページなどで確認しましょう。

モニターテスト

消費者へのアドバイス
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●テスト品一覧

モバイルバッテリー
KO-16-P20 S029

モバイルバッテリー
KO-18-P8 G200

モバイルバッテリー
DE-M04L-3015WH

PowerCore 10000
A1263011

株式会社大創産業

株式会社E Core

エレコム株式会社

アンカー・ジャパン株式会社

商品名
型式 メーカーまたは発売元 公称容量

mAh
購入価格
円（税込み）製造国

本体
縦×横×高さ
mm×mm×mm 質量g

3.0

2.0

1.0

0.0

（回）

モニター（スマートフォンのバッテリー容量の仕様）
※参考品はモニターB、Iの2名で行った。

A
（1960mAh）

B
（2750mAh）

C
（1810mAh）

D
（1507mAh）

E
（2700mAh）

F
（3430mAh）

G
（2900mAh）

H
（2600mAh）

I
（3200mAh）

J
（2700mAh）

0.5

1.2 1.1
0.5
1.0 0.9 1.2 1.2

2.3

1.5

0.4

2.52.7

0.6 0.7 0.7 0.5 0.7 0.7 0.5
1.0 1.0

0.70.5
0.9

2.8

0.70.70.60.4 0.6 0.6

スマートフォンへの充電回数 ■No.1（公称：2000mAh） ■No.2（公称：3000mAh） ■No.3（公称：3000mAh） ■参考品（公称：10000mAh）
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