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平成１９年度実施方針 

新エネルギー技術開発部 

 

１．件 名 

プログラム名 新エネルギー技術開発プログラム 

（大項目）系統連系円滑化蓄電システム技術開発 

 

 

２. 根拠法 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 第 15 条第 1 項第 1 号イ 

 

 

３．背景及び目的、目標 

３．１ 事業の背景及び目的 

本研究は、新エネルギー技術の開発、コスト低減および利便性や性能の向上を図るこ

とによって、わが国のエネルギー供給の安定化・効率化、地球温暖化問題（CO2）の解決、

新規産業・雇用の創出、水素エネルギー社会の実現等を図ることを目的として経済産業

省がまとめた「新エネルギー技術開発プログラム」の一環として位置づけられている。 

風力発電や太陽光発電のような新エネルギーは、エネルギー自給率の向上や地球温暖

化防止に資するほか、分散型エネルギーシステムとしてのメリットも期待できる貴重な

エネルギー源であり、国の長期需給見通しでは、2030 年までに電力供給量の 10％相当の

導入を目指している。一方で、これら新エネルギーは、自然の影響を受けやすく出力が

不安定な電源であり、電力系統にこのように大量に連系した場合、周波数の維持だけで

なく、火力発電などの集中型電源の運用にも大きな支障が発生し、電力系統の運用が困

難になることが予想される。このような影響を避けるために、新エネルギーが大量に導

入される際には、蓄電技術による出力の平滑化や、夜間のような軽負荷時の新エネルギ

ー発電電力の蓄電などが必要になる。本プロジェクトにおいては、蓄電部本体及び蓄電

システム等の技術開発を行うことにより、風力、太陽光等新エネルギーの出力変動に伴

う電力系統への悪影響を回避することを可能とし、新エネルギー導入目標の達成を加速

することを目的とする。 

 

３．２ 事業の目標 

（１）最終目標（平成 22 年度末） 

新エネルギー導入者がその発電出力の変動抑制のために設置しうる、高性能・低コス
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ト・長寿命の蓄電システムの開発を目指す。  

①実用化技術開発、要素技術開発として、蓄電システムやモジュールレベルの技術開発

により、プロジェクト終了時（2010年度末）に新エネルギー用蓄電システムとしての

実用化に目途をつけるため、以下のような技術の確立を目指す。  

・安全性の確保を前提とした1MW規模の蓄電システムの構築  

・量産時のコスト4万円/kWh以内  

・10年間の使用に耐えうること  

②次世代技術開発として、最も要求仕様の厳しい風力発電用蓄電システムが備えるべき

性能を考慮し、2030年において以下のような蓄電システムを実現する技術に目途をつ

けることを目標に技術開発を実施する。  

・安全性の確保を前提に、大型ウインドファームの出力を完全吸収可能な 20～ 

 30MW規模の蓄電システム向けなど大容量化に適すること 

・量産時1.5万円/kWhのコスト（おおよそ７時間程度の蓄電容量で10万円/kWを達 

 成するコスト）を見通せること 

・風車発電機、太陽電池の寿命と同等の 20年の使用に耐えうること  

③共通基盤研究としては、各種蓄電技術を使用した蓄電システムの導入に係る共通的条

件を明確化することを目指し、次のような成果を目標に研究を実施する。  

・新エネルギー対応の蓄電システムの典型的充放電パターンなど、システムの開発

に資する基礎データを整備し、開発者に提供する。  

・蓄電技術の大型化に伴う安全性の確保や寿命、放電率等の要求性能が開発目標を 

達成しているか否かを評価する手法を開発する。 

 

（２）中間目標（平成 20 年度第 3四半期末） 

実用化開発については、MW級蓄電システムレベルで最終目標を達成する技術開発の目

途を、モジュールの試作などを通して確認する。要素技術開発については、低コスト化

／長寿命化に資する要素技術の計画性能（提案者が公募時に提案し、採択決定後にＮＥ

ＤＯ技術開発機構と委託先で協議のうえ実施計画に定めるもの）を、モジュールの単位

となるセルレベルで達成する。共通基盤研究については、コスト、寿命、安全性、性能

評価に関してセルレベルでの評価方法を確立する。  

 

 

４．事業の実績及び進捗(達成)状況 

 平成 18 年度に実施した公募により、実用化技術開発は 4件、要素技術開発は 5件、次

世代技術開発は 6 件、共通基盤研究は基礎調査として 1 件をそれぞれ研究開発テーマと

して採択し、実施計画と共同研究および業務委託契約の締結を完了して事業を開始した。 

なお、本事業ではＰＬを指名して進捗管理を行い、以下の研究開発を実施した。 
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４．１ 実用化技術開発（MW 級蓄電システムによる大型化実証）1/2 共同研究 

（１）新型ニッケル水素電池の研究開発（川崎重工業株式会社） 

①モジュールの直・並列技術ならびに保守・管理技術の開発 

a) 社内実証試験用蓄電システムの仕様検討 

 スタックを製造して直・並列試験を実施し、充放電電流のアンバランス等の基本

データを取得した。 

100kW 級の社内実証試験用蓄電システムおよび蓄電システムを運用するための系

統模擬設備(模擬負荷、模擬発電設備、模擬系統)の仕様検討を行った。 

b) 風力平滑化制御手法の検討 

  ギガセルの特徴を活かし、高耐久、低コスト、高効率等を実現する風力平滑化制 

 御手法の検討を行った。また、実際の風力発電サイトにて、発電データ等を取得し 

 た。 

c) 系統安定化技術の検討 

 蓄電システムの発展的な利用方法として、蓄電システムの余力を系統安定化に利 

 用する制御手法の検討を行った。 

②SOC 管理技術の開発 

a) 蓄電池監視機能の検討 

 セルあるいはスタックを製造し、各種パラメータ試験（放電率、温度等）を実施

し、SOC 計測の高精度化、蓄電システムの高信頼化を実現するデータを取得するとと

もに、蓄電池監視機能実現方法を検討した。 

b) 蓄電池運用手法の検討 

 ギガセルの長寿命化、稼働率の向上（均等充電やリフレッシュ放電等の頻度低減）

を実現する蓄電池運用手法の検討を行った。 

 

（２）リチウム二次電池による系統連系円滑化蓄電システムの研究開発（三菱重工業株式会

社） 

①風力発電設備データ取得・解析 

   a)風力発電設備の選定・情報収集 

九州電力株式会社及び三菱重工業株式会社が計測することができる風力発電

設備の中で、系統連系円滑化蓄電システムの信頼性や寿命等の点で将来の実用

化の目処を得る目的に適する候補地を決定し、その風力発電設備の機種、電力

系統の状況等を収集した。 

b)風力発電データ取得 

選定した風力発電の発電データ（日時、風速、発電電力等）を計測するため

の装置を設置し、動作確認した。 
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（３）電力貯蔵用アドバンスド Li イオン電池の制御システム研究開発（株式会社日立製作    

所） 

①充放電制御回路の開発 

 各種既存蓄電システムの構成を調査し、蓄電システムに必要なインターフェース

（I/F）仕様等のハードウェアの課題を整理した。 

 

（４）新エネルギー・電力事業用リチウムイオン蓄電システムの高性能･低コスト化の研究

開発（北陸電力株式会社、エナックス株式会社） 

①電池システムの研究開発 （委託先：エナックス株式会社） 

ａ）セルの量産化に関する検討 

【新型セルの材料設計と評価】 

・要素技術開発にて実施する「新型セルの研究開発」で予定される材料（正極、負

極、その他）を量産セルにした場合の配合、目付量等を試算し、試作セルを作成

した上で評価・確認した。 

② 充放電システムの研究開発（委託先：北陸電力株式会社） 

ａ）系統安定化電力変換制御の研究 

 【モデル回路の設定】 

・蓄電ユニットの入出力変換回路インバーターの各種制御方法を検証する。このた

めのモデル回路を設定して、その有効性を多方面から検討した。 

③ 蓄電システムの研究開発（委託先：北陸電力株式会社） 

ａ）電力事業用技術規格との整合性確認 

 【現状技術規格の研究】 

・蓄電システムを構成するセル電池、基本モジュールについて、電力貯蔵用蓄電設備

の「電力貯蔵用電池規格」等を参考に、必要な安全性、信頼性を確保するための技

術要件を調査研究した。 

 

４．２ 要素技術開発（モジュールでの低コスト／長寿命化実証）委託 

（１）電力貯蔵用アドバンスド Li イオン電池の研究開発（株式会社日立製作所） 

①電池材料の開発（日立製作所） 

  a）正・負極材料の開発 

 正極については、表面改質（酸化物コーティング）を検討し、異種元素置換スピネ

ル Mn 材料の予備検討を進め、正極材料の単極試験により評価した。負極材料について

は、コストを重視した天然黒鉛系材料の予備検討に着手し、負極単極での初期性能を

把握した。また、平成 19 年度に必要となる粉体物性評価装置および電池材料評価装置

について、仕様の検討を行って導入した。 

 b）電解液材料の開発（日立製作所） 
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 電解液組成の予備検討を進め、正極および負極単極における初期性能への影響を把

握した。また、平成 19 年度に必要となる電池反応解析装置について、仕様の検討を行

って導入した。 

②電池仕様の検討・評価（日立製作所・新神戸電機） 

新規に検討された正極及び負極材料を電池設計へ反映させるための検討を進め、問

題点と電池としての測定評価項目を明確にした。（日立製作所） 

 

（２）リチウム二次電池による系統連系円滑化蓄電システムの研究開発（三菱重工業株式

会社） 

①各構成材料の高性能化・低コスト化 

a) 電極・電解液材料の検討 

正極についてはマンガン系やコバルト系、オリビン系等の正極活物質材料に

ついて基本性能を調査し、入手可能な材料についてコイン型電池で性能評価

した。 

負極については天然黒鉛系材料を中心として基本性能を調査し、入手可能な

材料についてコイン型電池で性能評価した。 

b) 構成部材の検討 

アルミニウム合金、ステンレス合金等の金属材料をセル容器に用いた場合の

耐圧強度やコスト等を調査し、容器仕様を検討した。 

②モジュール化のための検討 

 a) モジュールの設計 

系統連系円滑化蓄電システムの運転条件やコストを考慮した 100kWh 級モジ

ュールの仕様を検討した。 

 b) 電池製造装置・評価装置の開発 

短時間の混合でスラリを高分散化が可能なスラリ混合装置を調査し、装置仕

様を検討した。また、高速で平滑な電極が得られるスラリ塗工装置を調査し、

装置仕様を検討した。さらに、短時間に電池の性能を解析可能な充放電条件

を調査し、装置仕様を検討した。 

③モジュール制御方法の適正化 

  a) セルバランス方式の適正化 

セルバランス方式の代表的なものを選出し、汎用の電気回路解析ツールにて、

電気回路シミュレーションモデルを作成した。 

 b)直並列構成の適正化 

モジュールに用いる単位電池、モジュールの直並列構成を検討するための前

提条件（単位電池･モジュール構造、モジュール電圧、セル短絡遮断方法等）
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を整理した。 

 

（３）高エネルギー密度を有する新型電気二重層キャパシタ及びその蓄電システムの研

究開発（日清紡績株式会社） 

① 電極材料･セパレータ･電解液･および電池容器検討による高密度キャパシタの開

発 

a) 構成部材の検討 

電極材料、電解液及びセパレータ等の構成部材とキャパシタ性能を評価検討

し、高密度化に向けた部材を探索した。 

b) 電池容器の検討 

電池容器及びその密閉性とキャパシタ性能を評価検討し、高密度化に向けた

容器構成を探索した。 

② 電極材料およびその処理技術による高電圧化および長寿命化検討 

a) 新規電極材の探索 

新規な活物質を用いた電極材料とキャパシタ性能を評価検討し、高電圧化及

び長寿命化に向けた新規電極材を探索した。 

③ 新型電極基板開発による高密度化および長寿命化検討 

a) 基板材料のスクリーニング 

電極基板になり得る種々の金属及び合金をスクリーニングし、電解液中にお

ける電極反応性を評価検討した。 

 

（４）新型ニッケル水素電池の研究開発（川崎重工業株式会社） 

① 高性能・低コスト化技術の開発 

a) 高性能・低コスト電極の開発 

 電極／基材の密着性及び電極の均質性を改善するため、バインダ改良検討を実施

した。 

b)電池特性の改善 

実用時に想定される充放電条件を算出し、最適な電解液組成を選定した。 

c)セル構造の改良 

セルの熱解析およびセル構造の改良試作を実施し、温度上昇の抑制、耐圧性の確保、

及び部品点数の削減を同時に達成するための基礎的な知見を得た。 

d)メンテナンスフリー化 

電池密閉時の充電リザーブ減少原因に関する基礎データを取得した。 

② 耐久性向上技術の開発 

a)導電マトリクスの耐久性検討 

カーボン等従来のニッケル水素電池とは異なる導電マトリクスの適用性を明らか
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にするため、その劣化状況に関する評価試験を実施し、問題点抽出並びに対策検討

を実施した。 

b)寿命予測技術の構築 

単セルレベルでの耐久試験を実施し、温度・SOC等の運転条件が電池の耐久性に及

ぼす影響を把握した。 

 

（５）新エネルギー・電力事業用リチウムイオン蓄電システムの高性能･低コスト化の研究

開発（北陸電力株式会社、エナックス株式会社） 

① 負極材・集電材の研究開発 （委託先：エナックス株式会社－再委託先：岩手大学・

有限会社日下レアメタル研究所） 

ａ）金属酸化物の適応と負極材/集電材の基礎研究 （岩手大学） 

 【金属酸化物負極材の適応評価】 

・ 負極材として、水溶液などのソフトケミストリー手法によりチタン酸リチウム

系負極活物質の粒子形態を制御し、高表面積・微粉化電極の合成を行い、予備

実験の実施により固相法との比較および水溶液法における問題点を抽出した。 

・ チタン酸リチウム系負極活物質のナノレベル一次粒子を作製するために出発

原料・焼成条件等の検討を行い、粒子の性状を調査・確認した。 

ｂ）低コスト、量産性および高い電池特性を有する負極活物質原料の研究 （日下レ

アメタル研究所） 

 【負極材の基礎合成】 

・ 負極活物質原料として、リチウム、チタン及びチタン酸リチウム系負極活物質

の添加元素からなる各種有機金属塩水溶液を合成した。これらをエアロゾルプ

ロセス及び乾燥－前駆体方法で処理し、合成上の問題点を抽出した。 

・ ナノレベル一次粒子を作製するために、チタン酸リチウム系負極活物質の各種

有機酸金属塩水溶液を作成し、これらの乾燥及び熱分解(仮焼)・本焼成等の条

件を検討し、粒子の性状を調査・確認した。 

ｃ）負極材・集電材の適合性の研究 （エナックス株式会社） 

 【負極材サンプルでの予備実験】 

・ 再委託先から提供された負極材サンプルの情報をベースに、新型セルの構成

（正極、負極の比率、塗布量、電解液および電解質など）を立案し、部分的に

実験により確認した。 

 

② 正極材の研究開発 （委託先：エナックス株式会社－再委託先：福井大学・有限会社

日下レアメタル研究所） 

ａ）マンガン酸リチウム系正極活物質の開発 （福井大学） 

 【合成と被覆処理】 
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・ エアロゾルで合成した酸化マンガン粒子をゾル－ゲル法でリチウム被覆処理

し、活物質の合成手法の問題点を抽出した。これらの活物質でコインセル（単

電池）を試作して電池の特性を評価した。 

 

ｂ）低コスト、量産性および高い電池特性を有する正極活物質の研究 （日下レアメ

タル研究所） 

 【正極材の基礎合成】 

・ 正極活物質を構成する元素の各種有機酸金属水溶液を合成し、エアゾルプロセ

ス及び乾燥－前駆体方法の問題点を抽出した。更に、ナノレベル一次粒子を作

製するために各種有機酸金属塩水溶液の乾燥・熱分解（仮焼）・本焼成等の条

件を検討し、粒子の性状を調査した。 

 

ｃ）正極材の適合性の研究 （エナックス株式会社） 

 【電解液系の探索】 

・ 再委託先から提供された正極材料の情報に基づき、適応可能な電解液およびLi

塩等を予備的に選定し、実験等により、それらの特性を確認した。 

 

ｄ）リン酸鉄リチウム正極活物質の開発【次世代電池】 （福井大学） 

 【合成の予備実験】 

 リン酸鉄リチウム正極活物質の予備実験を実施し合成手法の問題点を抽出した。 

 

③ 高性能・長寿命化に資する研究開発 （委託先：エナックス株式会社） 

  ａ）材料特性の基礎評価と関係材料の選定 

 【材料の評価解析】 

・ 委託先から提供される予定の材料に適合する電解液、添加剤および電解質等を事

前にスクリーニングした。 

・ 高性能・長寿命化に資する物性・ミクロ構造の最適化を立案・検証し、実験・分

析により要因の解明をした。 

 

④電池モジュールの研究開発 （委託先：エナックス株式会社－再委託先：株式会社ワ

イ・デー・ケー） 

   ａ）バッテリーマネジメントシステムの研究開発 （株式会社ワイ・デー・ケー） 

【適用条件の把握】 

・ 運用が見込まれるシステムのモデルを構成し、充電電力源と放電環境を調査し、

充放電性質を把握し、今後の要素技術を整理した。 

・ リチウムイオン電池がモジュール化された場合のバラツキ状況の把握と要因を
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調査し、その解明を行いバラツキ制御技術の要素を確立した。 

 

ｂ）バッテリーマネジメントシステムの適合性の研究 （エナックス株式会社） 

【特性評価用電池の製作】 

・ 既存の汎用セルを作成し、再委託先へ提供し、再委託先で基礎的電池特性の調査、

検討を行った。 

 

⑤充放電要素技術の研究開発（委託先：北陸電力株式会社－再委託先：ニチコン草津株

式会社） 

ａ）高効率入出力変換技術の研究（北陸電力株式会社・ニチコン草津株式会社） 

【変換回路構成と制御仕様の検討】 

・ 入出力変換回路のデバイス構成を調査研究し、高効率化、小型化、高速化におけ

る課題を抽出するとともに、全体的な制御仕様を検討した。（ニチコン草津株式

会社） 

 

ｂ）モジュール端子技術の研究（北陸電力株式会社・ニチコン草津株式会社） 

【端子、接続部の調査検討】 

・ 大容量電池端子、接続部の現状課題を調査研究し、汎用性、拡張性、信頼性など

の観点から仕様、機能等を検討した。（北陸電力株式会社・ニチコン草津株式会

社） 

 

⑥「蓄電ユニットの研究開発」（委託先：北陸電力株式会社－再委託先：ニチコン草津株

式会社） 

ａ）電池特性要件の研究調査（北陸電力株式会社） 

【適用条件の把握と仕様の検討】 

・ 新エネ発電設備の出力変動および運転実績等を調査し、出力安定化に最適な電池

特性仕様を検討した。（北陸電力株式会社） 

・ 蓄電ユニットを形成する基本電池モジュールの汎用性、拡張性などの観点から容

量、仕様、機能等を検討した。（北陸電力株式会社） 

 

ｂ）蓄電ユニットの研究開発（北陸電力株式会社・ニチコン草津株式会社） 

【ユニット基本構成の確定】 

・ 蓄電ユニットならびにユニット直並列接続の電圧構成、デバイス容量、電圧変換

方法等を汎用性、拡張性、コストパフォーマンスなどの観点から検討し、基本構

成を決定した。（北陸電力株式会社） 
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４．３ 次世代技術開発（将来目標達成を目指した新型セル開発）委託 

（１）高安全電解質に着眼したリチウム二次電池の研究開発（財団法人電力中央研究所・

ダイソー株式会社） 

①電極修飾材料関連の調査・開発（担当：財団法人電力中央研究所） 

a)電極修飾方法の調査 

電極への修飾材料として有望な材料ならびに修飾方法の調査を行った。 

b)電池試作・評価方法の予備検討 

電池試作・評価のための予備実験を実施し、試作電池評価手法の予備検討を行った。 

②電解質修飾材料関連の調査・開発（担当：ダイソー株式会社） 

a)電解質への修飾材料等の調査 

 電解質への修飾材料として有望な材料ならびに修飾方法の調査を行い、有望な材料を

絞り込んだ。 

b)分岐側鎖の最適化 

 高分子電解質の分岐側鎖の最適化を行い、電解質のイオン伝導度の向上と電解質と負

極(金属リチウム)との界面抵抗の低減を図った。 

 

（２）高電位負極を用いる次世代リチウムイオン電池の研究開発（学校法人同志社） 

①チタニア系高電位負極を用いる新規リチウムイオン電池システム構築とその実証 

 水熱合成法によるTiO2(B)系高電位負極の作製法の検討とその負極特性確認を行った。 

②チタニア系高電位負極の合成方法の検討 

 安価な合成法に関して予備実験を行ない、合成法の問題点を抽出した。 

 

（３）キャパシタ機能内包型制御弁式鉛蓄電池の研究開発（古河電池株式会社） 

  ①負極添加材物性の検討 

   a)添加材候補調査・選定 

    【負極添加材一次選定】 

     ･カーボンナノチューブや活性炭につき調査を行い有望な材料を選定・入手した。 

   b)添加効果評価手法確立 

 【評価技術・条件決定】 

  ･安定して評価できる測定手法・条件を検討し、決定した。 

②負極板組成･構造の検討 

a)添加材組成・構成検討 

 【添加材分散技術の検討】 

  ･カーボンナノチューブ等の均一分散技術を調査・検討した。 

b)極板構造検討 

 【キャパシタ機能部の配置検討】 
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 ･負極板中でのキャパシタ機能部配置案を検討し、負極板構造を検討した。 

c)極板（単板）評価技術確立と評価試験 

 【極板（単板）評価条件の検討】 

  ･添加効果を有効に判定可能な極板評価条件を検討した。 

③小型セルの試作と評価 

   a)セル構成検討・試作 

    【セル構成予備検討】 

     ･小型セルの構造検討を行い、構成を検討した。 

 

（４）リチウムイオン二次電池用低コスト新規負極材の研究開発（大阪ガスケミカル株式

会社） 

① 低コスト新規負極材（粉末状）の開発 

a) 素材調査・入手素材の物性等の評価  

 低コスト素材の調査、並びに必要な素材の入手及び素材の性状を確認するための試 

験により負極材の試作上の問題点を抽出した。 

② 銅箔を使用しないでセルに組み込み可能な負極材（シート状負極材）の開発 

 a) 作製方法の調査、素材等の入手及び素材の性状等の確認  

  シート状負極材の具体的な作製方法の調査、並びに必要な素材・その他の材料の入   

 手及び素材の性状等を確認するための試験によりシート状負極作製上の問題点を抽 

 出した。 

 

（５）燐酸マンガンリチウム球状ナノ構造体粒子の製造技術開発（国立大学法人東京工

業大学） 

① 「 LiMnPO4ナノ粒子の合成技術開発とその電池特性評価 」 

a)添加塩の熱分析 

 添加物（無機塩及び有機酸）の TG-DTA を用いた熱分析を行い、原料溶液に添加す

る物質を選定した。 

b)燐酸マンガンリチウムナノ粒子の新規噴霧熱分解法による合成 

 熱分析の結果から選定された添加物（無機塩及び有機酸）を原料溶液に添加し、

超音波噴霧熱分解法により燐酸マンガンリチウムナノ粒子の合成実験を行い、その

問題点を抽出した。 

c) LiMnPO4ナノ粒子の電気化学特性評価 

 負極に金属リチウムを用いたハーフセルを作成し、合成した材料のリチウム二次

電池特性評価を実施した。 

 

（６）低障壁イオン伝導固体高分子電解質の研究開発（国立大学法人大阪大学） 
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①高分子の設計と合成  

 配位性官能基を含むモノマーの分子設計および合成方法の検討を行った。  

②電解質の伝導度評価 

 AC インピーダンス法によって高分子電解質の電気抵抗を測定し、高分子電解質の伝

導度を評価した。 

③電解質の運動性評価 

 核磁気共鳴法による緩和時間測定、分子拡散測定等を行い、高分子電解質の分子運

動性および高分子電解質中のイオン易動度を評価した。 

 

４．４ 共通基盤研究（新エネ対応定置式電池に関わる基盤研究）委託 

「系統連系円滑化蓄電システム技術開発」共通基盤研究に関する基礎調査（株式会社三菱

総合研究所） 

・ 風力発電及び太陽光発電対応の蓄電技術について、蓄電設備に求められる要件を明らか

にしつつ、様々な利用目的を想定した運用パターンモデルを検討した。 

・ 「系統連系円滑化蓄電システム技術開発」プロジェクトで開発される様々な蓄電技術の

蓄電性能、寿命、安全性、コスト等の各評価について、その基本要件を明らかにした。 

・ 今後蓄電技術が普及した場合の材料供給や調達面での制約等の有無を確認し、その生産

が資源供給に与えるインパクトを明らかにした。 

・ 上記の評価方法の確立を通じ、平成 19 年度に実施する共通基盤研究における定量的目

標、性能条件評価のために必要な要件や課題を明確にした。 

 

実績額推移（百万円）：平成 18 年度 

  電特会計        760 

特許出願件数（件）  ：   0 

論文発表数 （報）  ：   0 

フォーラム等（件）  ：   0 

 

５.事業内容 

 平成 19 年度は、（１）実用化技術開発、（２）要素技術開発、（３）次世代技術開発、（４）

共通基盤研究について実施する。 

このうち、（１）実用化技術開発（①～④）、（２）要素技術開発（①～⑤）、（３）次世代

技術開発（①～⑥）は、平成 18 年度に公募した事業であり、平成 19 年度も継続事業と

して実施する。 

なお、（３）次世代技術開発については、上記の継続事業分に加え、公募により新たに採

択者を決定し、追加事業として平成 19 年度から実施する。この際、公募する事業内容は、

平成 18 年度採択事業と同様、2030 年において以下のような蓄電システムを実現する技術

に目途をつけるものとする。  
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・安全性の確保を前提に、大型ウインドファームの出力を完全吸収可能な 20～ 

   30MW 規模の蓄電システム向けなど大容量化に適すること 

・量産時 1.5 万円/kWh のコスト（おおよそ 7時間程度の蓄電容量で 10 万円/kW を達

成するコスト）を見通せること 

・風車発電機、太陽電池の寿命と同等の 20 年の使用に耐えうること  

更に、（４）共通基盤研究についても、平成 18 年度に実施した基礎調査の結果を検討

し、実施内容を検討の上、平成 19 年度中に公募を開始する。 

 

５．１ 実施内容 

（１）実用化技術開発（ＭＷ級蓄電システムによる大型化実証）1/2 共同研究 

 ＭＷ級蓄電システムの試作に必要な技術開発を実施する。 

①新型ニッケル水素電池の研究開発（川崎重工業株式会社） 

 実証試験用 100kW 級蓄電システムを開発し、これを用いて各種性能試験を行い、制

御手法の検証、蓄電池の特性計測、大容量化に対する技術課題の抽出を行う。 

また、SOC 計測手法を開発し、社内実証試験用 100kW 級蓄電システムにて実用レベル

の検証を行う。 

 

②リチウム二次電池による系統連系円滑化蓄電システムの研究開発（三菱重工業株式会

社） 

数十 MW 級の系統連系円滑化蓄電システムの信頼性や寿命等の点で将来の実用化の目

処を得るため、実際のウインドファームのデータを解析してリチウム二次電池による

系統連系円滑化蓄電システムの運転条件を検討するとともに、電池やモジュールの充

放電特性やサイクル特性の評価条件を決定する。 

 

③電力貯蔵用アドバンスド Liイオン電池の制御システム研究開発（株式会社日立製作所） 

 蓄電システムとして必要である、インターフェース仕様などのハードウェア構成につ

いて、既存システムを対象とした調査検討を進め、モジュールの制御回路としての概略

仕様を確立する。 

 

④新エネルギー・電力事業用リチウムイオン蓄電システムの高性能･低コスト化の研究開

発（北陸電力株式会社、エナックス株式会社） 

 原材料の加工、セル・モジュールの製作、組電池制御システム、充放電システムに

至る「蓄電システム」の構成要素において、「量産化」「実用化」を実現するための技

術開発を行う。また、「蓄電システム」の安全性と信頼性を追求し、「導入する電力事

業者から要求される課題を満足すること」を目標に、既存技術、要素技術の実用化、

製造技術の低コスト化に関する研究開発を行う。 

 - 13 -



 

（２）要素技術開発（モジュールでの低コスト／長寿命化実証）委託 

 モジュール試作に必要な、要素技術開発を実施する。 

①電力貯蔵用アドバンスド Li イオン電池の研究開発（株式会社日立製作所） 

 正極では表面酸化物コーティング技術を、負極では高エネルギー密度化に向けた表

面化改質技術を、電解液では長寿命化に向けた添加剤の効果メカニズム解析を、それ

ぞれ検討および実施して、1Ah 級電池による予備評価の後、10Ah 級高エネルギー密度

型単電池の試作・評価を実施する。また、蓄電システムの全体構成および 5ｋWモジュ

ールの基本制御ソフト仕様を検討し、電池制御アルゴリズムのシミュレーション環境

の基本設計を行う。 

 

②リチウム二次電池による系統連系円滑化蓄電システムの研究開発（三菱重工業株式会

社） 

 各構成部材の高性能化・低コスト化のために、正負極および電解液材料の検討･評価を

行うとともに、電池容器についても安全性･コストを考慮して構造等の開発を行う。 

また、モジュール化に伴う電池製造および評価装置についても開発を行うほか、モジュ

ール制御技術の開発として、セルバランス方式の適正化や直並列構成の検討も合わせて

実施する。 

 

③高エネルギー密度を有する新型電気二重層キャパシタ及びその蓄電システムの研

究開発（日清紡績株式会社） 

 大きな出力要求に対応させるべく、キャパシタの新規部材を開発してその性能を評

価しつつセル設計最適化を図り、質量エネルギー密度、電圧および寿命性能を増大す

る。次に、キャパシタとのハイブリッド化に最適な化学二次電池を、比エネルギー、

比出力、耐用年数およびコストの観点から選定し、ハイブリッド組電池を試作する。

さらには、安定かつ効率よく蓄電できるシステムの実現に向けて、ハイブリッド組電

池の制御技術の開発を行う。 

 

④新型ニッケル水素電池の研究開発（川崎重工業株式会社） 

 電極仕様および製造条件の改良、電解液組成の最適化等により、電池の高性能・低

コスト化技術を開発する。また、単セルレベルでの長期耐久試験やインピーダンス解

析・材料組成分析等により耐久性向上技術の開発を行う。 

 

⑤新エネルギー・電力事業用リチウムイオン蓄電システムの高性能･低コスト化の研究開

発（北陸電力株式会社、エナックス株式会社） 

 金属酸化物負極材料およびその集電体基板、ナノブレンド技術による高性能正極材
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料、電極活物質の低コスト化、量産化、モジュール電池のセルバランス制御及びバッ

テリーマネジメントシステム等の研究成果をもとに、エネルギー密度 120Wh/kg 及び出

力密度 2000W/kg の 20～30kWh 級リチウムイオン二次電池モジュールと充放電システム

についての研究開発を行い、電力事業者が性能検証を行う。 

 

（３）次世代技術開発（将来目標達成を目指した新型セル開発）委託 

 1 年間のフィジビリティスタディとして 2030 年を目指した新型蓄電技術の研究を実施

する。 

①高安全電解質に着眼したリチウム二次電池の研究開発（財団法人電力中央研究所・ダ

イソー株式会社） 

 主に保存耐久性と充放電サイクル特性、出力特性、および安全性に着目し、各種修

飾材料、配合割合、導入法について、文献調査ならびに実験的検討を通じて高安全リ

チウム二次電池の特性改善を行う。 

 

②高電位負極を用いる次世代リチウムイオン電池の研究開発（学校法人同志社） 

 高性能、低コスト、長寿命、高安全性の次世代リチウムイオン電池システム構築の

ためのフィジビリティスタディとして、リチウム金属電極に対して 1 V以上の電位で充

放電電位を持ち、かつ、高容量、安価な高電位負極として、チタニアTiO2(B)系負極を

選び、チタニア系高電位負極を用いる新規リチウムイオン電池システム構築とその実

証、および、チタニア系高電位負極の合成方法の検討を行う。 

 

③キャパシタ機能内包型制御弁式鉛蓄電池の研究開発（古河電池株式会社） 

 キャパシタと鉛蓄電池を融合して単一の蓄電装置として機能するハイブリッド化技

術を開発する。そのために、まず負極添加材としてカーボンナノチューブ等の有望な

材料を探索し、その後、負極板組成および構造についても検討･評価して、それらを最

適化する。 

 

④リチウムイオン二次電池用低コスト新規負極材の研究開発（大阪ガスケミカル株式会

社） 

 低コストの素材を用いた負極材および銅箔を使用しないでセルに組み込みが可能な

シート状の負極材をそれぞれ作製し、電極材料としての基礎物性を確認する。さらに、

作製した負極材を使用して簡易型セル又はコインセルを試作し、各種電池特性試験を

行って、性能およびコスト面における実用化の可能性を評価する。また、低コスト素

材の入手性及び負極材の生産性についても検討を行う。 

 

⑤燐酸マンガンリチウム球状ナノ構造体粒子の製造技術開発（国立大学法人東京工業
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大学） 

  次世代リチウム二次電池の正極材料として期待されている燐酸マンガンリチウ

ム（LiMnPO4）に注目し、その高機能材料を得るための新規製造技術の開発を行う。 

 

⑥低障壁イオン伝導固体高分子電解質の研究開発（国立大学法人大阪大学） 

 固体高分子におけるリチウムイオン輸送メカニズムとして、固体中で最もエネルギ

ー障壁が小さい分子運動である単結合の回転運動を利用した新規固体高分子電解質の

開発を行う。 

 

（４）共通基盤研究（新エネ対応定置式電池に関わる基盤研究）委託 

 平成１８年度に実施した基礎調査の結果、プロジェクトの中で重要項目として掲げ

ているコストや寿命、安全性、各種性能について、自動車用や携帯機器用には規格化

された評価方法があるが、新エネ対応定置式電池については標準的な評価方法がない

ことが分かった。 

 そこで平成１９年度では、この調査結果を踏まえ、以下の４つの項目について更に

詳細な調査・検討を行ない、本事業で開発する各種蓄電技術の評価手法を開発する。

なお、実施に当たっては、委員会等を設置して、検討した評価方法について内容の審

議を行なうとともに、必要に応じてワークショップ等を開催し、開発した手法につい

ての妥当性を検証する。また、委託先は公募により決定する。 

①コスト評価 

 コスト算出の範囲やその算出方法について検討し、蓄電システムとしてのコスト

評価手法を開発する。 

②寿命評価 

 実運用を模擬した寿命試験パターンや小型セルでの加速寿命試験方法などを検討

し、大型システムの寿命評価手法を開発する。 

③安全性評価 

 安全性評価については、蓄電技術の種類によって対応が異なるため、既存の規格・

基準をベースにして蓄電技術毎で必要となる項目を検討し、その評価手法を決定す

る。 

④性能評価 

 系統連系円滑化蓄電システム技術開発の成果を評価する上で必要となる各種性能

（充放電効率など）について、既存の規格・基準をベースにして必要な項目を検討

し、評価手法を決定する。 
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５．２ 事業規模 

電特会計 2,600 百万円 （継続） 

   （事業規模については、変動があり得る。） 

 

 

６．その他重要事項 

（１）評価 

 次世代技術開発においては、新規かつ重要な課題への挑戦を促進し、早期に将来性を

見極める観点から、概ね 1 年ごとにＮＥＤＯ技術開発機構によるヒアリング及び外部有

識者を含めた評価等に基づいて研究課題毎に事業内容の見直しを実施する。 

 

（２）運営・管理 

ＮＥＤＯ技術開発機構に外部有識者による委員会を設置し、意見を運営管理に反映さ

せるほか、四半期に一回程度プロジェクトリーダー等を通じてプロジェクトの進捗につ

いて報告を受ける。 

 

（３）複数年度契約の実施 

共通基盤研究については平成 19 年度～平成 20 年度の複数年度契約を行う。  

 

７．本年度のスケジュール 

７．１ 次世代技術開発公募スケジュール 

  平成 19 年 2 月 8日     部長会（実施方針） 

  平成 19 年 2 月中旬     公募開始 

  平成 19 年 2 月中旬～下旬  公募説明会 

  平成 19 年 3 月中旬     公募〆切 

  平成 19 年 4 月下旬     契約・助成審査委員会 

  平成 19 年 4 月下旬     採択決定 

 

７．２ 共通基盤研究公募スケジュール 

  平成 19 年 8 月上旬     公募開始 

  平成 19 年 8 月下旬     公募説明会 

  平成 19 年 9 月中旬     公募〆切 

  平成 19 年10 月下旬     契約・助成審査委員会 

  平成 19 年 10 月下旬     採択決定 
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