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平成２１年度実施方針 

燃料電池・水素技術開発部 

 

１．件 名 

 プログラム名 エネルギーイノベーションプログラム 

 （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 

 本研究開発は、資源に乏しい我が国が、将来にわたり持続的発展を達成するめ、革新 

的なエネルギー技術の開発、導入・普及によって、各国に先んじて次世代型のエネルギ 

ー利用社会の構築に取り組んでいくことを目的として経済産業省が制定した「エネルギ 

ーイノベーションプログラム」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。本研究開発においては、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 

 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 ２０～３

０ＭＷ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、充放電効率等の要求性能、コスト

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。 

 

 

４．実施内容及び進捗(達成)状況 

 国立大学法人京都大学 大学院工学研究科教授 小久見 善八氏をプロジェクトリーダ

ーとし全体の統括管理を行うとともに、より円滑なプロジェクト管理ができるよう、研

究開発テーマを３つにグループ化して、国立大学法人豊橋技術科学大学 電気・電子工学

系教授 櫻井 庸司氏を実用化技術開発と要素技術開発担当のサブプロジェクトリーダー

に、学校法人神奈川大学 工学部長 佐藤 祐一氏を次世代技術開発担当のサブプロジェク

トリーダーに、さらに独立行政法人産業技術総合研究所 ユビキタスエネルギー研究部門 

グループ長 辰巳 国昭氏を共通基盤研究担当のサブプロジェクトリーダーとして、以下

の研究開発を実施した。 

 

４．１ 平成２０年度（委託・共同研究）事業内容 

（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］ 

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） 
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 出力変動平滑化プログラムの検証と改良、蓄電システムの運用上の課題の抽出及び

対策のために、１００ｋＷ級蓄電システムを用いた性能試験、耐久試験を実施し、保

守・管理を含めたシステムの基本技術を確立した。また、ＳＯＣの長期間にわたる正

確な測定と、蓄電池の長寿命化のため、蓄電池モニタシステムを長期間運用して、課

題の抽出、改良を行い、ＳＯＣ管理技術を確立した。 

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、

九州電力株式会社） 

 ウインドファームの系統連系円滑化のため、要素技術開発の中で構築する１００ｋ

Ｗｈ級モジュールを複数台接続することを想定した数十ＭＷｈ級の蓄電システムの概

略仕様を確立した。 

③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） 

 電池セル、基本電池モジュールの改良すべき課題等を抽出するために、安全性、信

頼性に関する評価および試験を継続して実施した。また、風力発電の短周期・長周期

出力変動、系統故障時の挙動などに対してシミュレーションを実施して、蓄電システ

ムが具備すべき系統連系円滑化の機能要件を決定した。さらに、蓄電システムの保守

管理の制御，監視等の必要機能および蓄電ユニットの多数接続の構成方法について検

討した。 

 

（２）要素技術開発（モジュールでの低コスト／長寿命化実証）［委託研究］ 

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） 

電池の長寿命化のために、スピネルＭｎ正極活物質を酸化物コーティング処理し、

単極モデル電池の試作・評価を実施し、その効果を確認した。また、エネルギー密度

１００Ｗｈ／ｋｇが達成可能な８Ａｈ級単電池を設計・試作して、性能を検証した。

さらに、５ｋＷモジュールの基本制御ソフト仕様を検討し、制御アルゴリズム開発の

ためのシミュレーション環境の基本設計、及び制御回路の基本設計を行った。 

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、九州電力株式会社） 

 コイン型電池、セルでの充放電試験や安全性試験の結果をもとに、目標性能達成の

ための電池材料及び構成部品の改良指針を決定した。また、ユニット化された１００

ｋＷｈ級モジュールとその制御回路の詳細設計を行い、モジュールを試作して機能及

び性能を確認した。 

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） 

 キャパシタのエネルギー高密度化のために、蓄電部材と電池容器について検討・評

価し、仕様を決定した。また、高電圧化・長寿命化のために、電極の寿命プロセスを
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調査し、新規電極材料とその処理技術を検討・評価し、電極仕様を決定し、基板材料

のスクリーニングを実施し、新型電極基板を試作した。さらに、化学二次電池とのハ

イブリッド組電池を開発するために、化学二次電池を調査・選定してキャパシタ・化

学二次電池の比率を決定、充放電方法を確立、充放電回路の仕様を決定した。 

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） 

 系統連系円滑化に必要な高性能大型電池の実現のため、起電部材の改良等を実施し、

これらの改良を反映した高性能２００Ａｈ級スタックを完成した。また、電池コスト

低減のため、上記改良による使用材料の低減並びにセル構造の改良による部品点数の

削減及び製造工程の簡略化を実施し、量産時における電池コストの見通しを得た。さ

らに、長期使用における電池寿命を確認するため、加速耐久試験並びに劣化メカニズ

ムの検討を実施し、電池寿命に関する見通しを得た。 

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） 

 新製法・新材料による電池セル（ＬＭＯ／カーボン系）の試作及び評価を実用レベ

ルで実施するとともに、材料選定の最適化と工程の合理化等により、Ｗｈ単価の低減

を達成した。また、安全性とサイクル特性の大幅な向上を目指して開発している     

ＬＭＯ／ＬＴＯ（チタン酸リチウム）系電池セルは、ＬＳＢ（ラミネートセル）にお

ける実用性の検証に移行した。さらに、昨年度に試作した電力変換回路と電池モジュ

ール(２５ｋＷｈ)の整合試験を実施して、高性能化・低コスト化に向け、充放電シス

テムの改良点等を決定した。 

 

（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）［委託研究］ 

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） 

 炭素系負極とコバルト使用量を低減した正極を適用した全固体型リチウムイオン電

池を実現するため、分子量を制御した高分子固体電解質を用いて半電池を試作し、各

種性能を検証した。また、これまでに得られた電極修飾による高性能化と合わせてバ

インダーの種類や電極作製条件について検討した。 

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） 

 高電位負極の低コスト化とエネルギー密度向上を実現させるために、合成法の検討

やリチウムイオン挿入脱離機構の詳細な解明、電解液系の検討など実施した。また、

次世代リチウムイオン電池の構築のため、リチウム遷移金属酸化物正極と組み合わせ

た小型セルを試作し、充放電特性等を評価した。  

③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） 

燐酸マンガンリチウムの電気化学特性をさらに向上させるために、原料濃度、有機

酸の添加量、カーボンコーティングの条件などの操作因子の最適化を行うとともに、
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ドープ金属の種類および組成の最適化を行い、実用に耐えうる電池性能を有する燐酸

マンガンリチウムの製造技術について検討した。 

④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） 

 主鎖に回転部分を有する全く新しい型のモノマー合成法を確立した。主鎖型とする

ことで回転部分間の距離が自由に設計可能となった。 

⑤高イオン伝導ネットワークチャンネルによる安全なリチウムイオン二次電池の研究開

発（鶴岡工業高等専門学校、国立大学法人京都大学） 

 ポリマー分子構造と電解質組成の検討を行い、イオン伝導性と膜強度のバランスを

最適化した。またポリマー電解質に適合したセル設計とセル試作を実施して、難燃型

ポリマー電池の実用性を検証した。 

⑥炭素微小球体を用いる次世代蓄電デバイスの研究開発（東海カーボン株式会社、産業

技術総合研究所） 

 微小球体の大粒径化により、高出入力化への最適指針を得た。また、表面被膜の生

成機構を解析し、微小球体の構造制御により被膜成長を抑制できる長寿命負極の改良

手法を得た。 

⑦XIII,XIV 族元素による安定化高容量新規正極材料の研究開発（国立大学法人東京工業

大学） 

 リチウム電池の大幅な低コスト化と高容量化を同時に実現するために、３元系にお

ける正極材料としての最適組成と合成条件の探究を行った。また、最適化指針を得る

ために、結晶構造の詳細を決定した。 

 

（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）［委託研究］（株式会社三

菱総合研究所、財団法人電力中央研究所） 

 コスト、寿命、安全性、性能について、評価方法に関する既存の規格・基準の調査

を継続して、必要となる評価項目を整理するとともに、その内容を検討してそれぞれ

の項目について評価方法の案を作成した。また、寿命評価については、開発者から小

型セル等の提供を受けて劣化に関する試験を開始した。 

 

４．２ 実績推移 

項  目 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 

実績額推移[電源勘定]百万円） ４３９ １，８２０ ２，２３８ 

特許出願件数（件） ０ ３ ２０ 

論文発表数（件） １ ５ １２ 

 

 

５．事業内容 
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 国立大学法人京都大学 大学院工学研究科教授 小久見 善八氏をプロジェクトリーダ

ーとし全体の統括管理を行うとともに、より円滑なプロジェクト管理ができるよう、研

究開発テーマを３つにグループ化して、国立大学法人豊橋技術科学大学 電気・電子工学

系教授 櫻井 庸司氏を実用化技術開発と要素技術開発担当のサブプロジェクトリーダー

に、学校法人神奈川大学 工学部長 佐藤 祐一氏を次世代技術開発担当のサブプロジェク

トリーダーに、さらに独立行政法人産業技術総合研究所 ユビキタスエネルギー研究部門 

グループ長 辰巳 国昭氏を共通基盤研究担当のサブプロジェクトリーダーとして、以下

の研究開発を実施する。実施体制は、別紙に示す。 

 

５．１ 平成２１年度（委託・共同研究）事業内容 

（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］ 

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） 

製造コスト低減、量産時の品質安定化のために、電極製造設備、セル、モジュール

の組み立て技術の効率化、自動化を検討するとともに、許容される製造時のバラツキ

範囲に基づく品質管理項目並びに基準値を明らかにし、製造システムへ反映させる。 

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、

九州電力株式会社） 

平成２０年度に試作した１００ｋＷｈ級系統連系円滑化蓄電ユニットをフィールド

に設置し、自然エネルギーの円滑化運転を行う。また、その試験データを解析し、実

環境条件での各種性能評価を行う。 

③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－再委託先：株式会社ワイ・デー・ケー、

有限会社日下レアメタル研究） 

１００ｋＷｈ蓄電システム（５０ｋＷｈ×２ユニット）を、志賀風力発電設備に設

置し、２２年度からの実証試験で性能を評価するために試験内容や遠隔監視方法を検

討する。また、セルの製造のプロセスコストの低減のために、負極の水系塗工（極板

製造）を実生産に適用し、引き続き正極へも展開して歩留まり向上とセルコストの低

減を目指す。 

 

（２）要素技術開発（モジュールでの低コスト／長寿命化実証）［委託研究］ 

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－再委託

先：新神戸電機株式会社） 

 電池長寿命化のために、表面改質スピネルＭｎのスケールアップ試作を実施して、

モデル電池での性能検証を実現する。また新規正負極材料のモデル電池データを解析

し、高エネルギー密度型１００Ａｈ級単電池の設計仕様を確立する。  

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
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社、九州電力株式会社） 

 電池の安全性と低コスト化を両立できる各種構成部材の改良を施した電池設計を決

定する。また改良部材を用いた電池を試作し充放電特性を確認すると共に、安全に係

わる国連輸送規程試験を実施して、国連輸送勧告の規程値を達成する。 

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） 

平成２０年度に検討した電極活物質、電解液およびセパレータを用いて、設計したセ

ル(目標１６Ｗｈ／ｋｇ)を試作し性能評価する。また、ニッケル水素電池･キャパシタ

ハイブリッドシステム（１５０―３００Ｗｈ規模）を試作し、風力発電を想定した運

転パターンで、直並列キャパシタ利用エネルギー最適制御とニッケル水素電池の寿命

延命の効果を確認する。 

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－再委託先：国立大学法人神

戸大学、公立大学法人大阪府立大学） 

 電池の高性能・低コスト化並びに信頼性向上のために、セル構造の見直し、および

電極、セパレータ等起電部材の改良を行い、実証機の設計・製作に反映するとともに、

実証試験結果を踏まえ最終的に実用機モジュールを開発する。また電池耐久性向上の

ため起電部材等の長寿命化を図るとともに、寿命予測技術を開発しこれに基づき寿命

予測を行うことにより所期の耐久性の見通しを得る。 

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－再委託先：ニチコン草津株式会社、国立

大学法人岩手大学、国立大学法人福井大学、有限会社日下レアメタル研究所、株式会社

ワイ・デー・ケー） 

最終年度にシステムに組み込んで実証試験を行うために、仕様を決定した電池組成

でセルおよびパックの製造を行う。また、コストダウン材料によるセル（正極は      

ＬＭＯ、ＡＬ添加耐熱ＬＭＯ、負極はカーボン系、同水系塗工）を実用レベルで製造

するとともに、その性能（高温サイクル特性等）および安全性を評価し、実証試験用

セルの仕様を最終的に確定する。 

 

（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）［委託研究］ 

 ２０３０年時点での目標であるシステムコスト１．５万円／ｋＷｈ、寿命２０年の実

現を目指した研究開発を実施する。 

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） 

炭素負極を適用した全固体高分子型のリチウムイオン電池の電極製造方法ならびに

電極組成を最適化し、イオン電池としてのサイクル特性の向上を実現する。 

また、全固体型リチウムイオンポリマー二次電池実用化に向け、低コストで大型電

極を作製する方法を検討するとともに、液系の電解液を用いた電池では実現不可能な、
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単一外装内に複数のセルをスタックした大型ラミネート電池を試作する。 

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） 

 リチウムイオン挿入脱離機構の詳細な解明、合成法の検討、および電解液、添加物

等の検討を継続して進め、さらなる低コスト化、高エネルギー密度化を実現する。実

用化に向けて、コイン電池での問題点を解決し、リチウム遷移金属酸化物正極と組み

合わせた小型セルを試作して、低コスト、高安全性、高耐久性を実証する。 

③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） 

平均粒子径５μｍ以上の球状ナノ構造体のマイクロ粒子を合成する。また、合成し

た材料を用いて、ラミネートセル、或は小型円筒セルを作製し、電池性能を評価する。 

④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－再委託先：

日立化成株式会社、日立マクセル株式会社） 

活物質表面でのリチウムイオン配位をモデル化した錯体の合成と構造解析を行う。

また機能性バインダー分子の大量合成とそれを用いた電極の作製方法を検討する。 

⑤高イオン伝導ネットワークチャンネルによる安全なリチウムイオン二次電池の研究開

発（鶴岡工業高等専門学校、国立大学法人京都大学） 

セパレータとして機能する最薄のイオンチャンネルポリマー電解質膜の製膜方法を

開発して、電池性能向上を達成する。また、ポリマー電解質のコストダウンのために

イオンチャンネルポリマー電解質の工業的生産プロセスを確立する、更に、新開発の

イオンチャンネルポリマー電解質電池の実用性を評価するために、最大性能を引き出

せる電池構造設計を行い電池性能を評価する。 

⑥炭素微小球体を用いる次世代蓄電デバイスの研究開発（東海カーボン株式会社、産業

技術総合研究所－再委託先：国立大学法人京都大学） 

現製造技術の工業化を行うために、生産性確認及び改良検討を行い、工業化の可能

性について検討を行う。また、粒径の異なるサンプルの電気化学特性の検証、特に長

寿命化および高出入力化について電解液、拡散挙動の立場から検討を行い、高性能な

リチウムイオン電池の設計を行う。 

⑦XIII,XIV 族元素による安定化高容量新規正極材料の研究開発（国立大学法人東京大学） 

リチウム電池の大幅な低コスト化と高容量化を同時に実現するために、Ｂ系、及び

Ｓｉ系における正極材料としての最適組成・最適構造と合成条件の更なる探究を行う。 

 

（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）［委託研究］ 

（株式会社三菱総合研究所、財団法人電力中央研究所） 

コスト評価については、内外の政策動向や技術開発動向を調査し、蓄電システムの

導入量を推計しつつ、コスト評価手法を改良する。また、安全性評価については、セ

ルレベルの評価を実現する安全性評価試験設備について調査し、その実現可能性や設
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定すべき詳細条件について検討する。また、寿命評価手法については、加速劣化試験

を継続的に実施し、取得した試験データ等に基づき、寿命評価手法を改良する。さら

に、性能評価については、風力発電、太陽光発電のデータ収集・分析を進めつつ、詳

細試験パターンの案を作成する。以上４つの評価項目について、モジュール･システム

レベルの評価手法の案を導き、ワークショップを通じ広く一般に周知し、様々な主体

からの意見の吸収を図る。 

 

５．２ 平成２１年度事業規模 

電源勘定 １，５８８百万円 （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 

 委託先を３つのグループに分け、ＰＬ・ＳＰＬおよび委託先参加のもと、ＮＥＤＯ技

術開発機構が主体となってグループミーティングを開催し、それぞれで研究開発の進捗

確認や問題解決のための方法などについて出席者全員で議論することにより、委託先間

の連携強化を図る。 

 また、外部有識者で構成される技術委員会を開催して、それぞれ研究開発の進捗状況

や課題等を報告するとともに、技術委員より技術的な問題点や今後の研究開発の方向性

について指摘を受け、その内容について関係者全員で議論する。 

さらに、電力会社、電気事業連合会、電池工業会等の関係機関と、今後の蓄電システ

ムの導入に伴う課題等について意見交換する。 

また、成果の発表や知財取得を積極的に実施していく。 

 

７．本年度のスケジュール 

 平成２１年 ３月上旬      部長会 

平成２１年 ７月上旬      成果報告会 

 

８．実施方針の改訂履歴 

  （１）平成２１年３月 制定 
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別紙 

 

 

「系統連系円滑化蓄電システム技術開発」　研究実施体制

委託先 再委託先

SPL：豊橋技科大・櫻井氏

SPL：豊橋技科大・櫻井氏

SPL：神奈川大・佐藤氏

SPL：産総研・辰巳氏

次
世
代
技
術
開
発

共
通
基
盤
研
究

要
素
技
術
開
発

NEDO

技術委員会

三菱総研・電中研（各種評価方法）

日立製作所（ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ）

川崎重工業（ﾆｯｹﾙ水素）

北陸電力・ｴﾅｯｸｽ（ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ）

三菱重工業・九州電力（ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ）

日清紡（ｷｬﾊﾟｼﾀ-ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ）

電中研（ﾘﾁｳﾑ電解質[ﾎﾟﾘﾏｰ]）

同志社大（ﾘﾁｳﾑ負極[高電位]）

大阪大（ﾘﾁｳﾑ電解質[ﾎﾟﾘﾏｰ]）

東工大：谷口准教授（ﾘﾁｳﾑ正極[燐酸Mn]）

東工大：山田准教授（ﾘﾁｳﾑ正極[Si・B系]）

東海ｶｰﾎﾞﾝ・産総研（ﾘﾁｳﾑ負極[ｶｰﾎﾞﾝ]）

鶴岡高専・京都大（ﾘﾁｳﾑ電解質[ﾎﾟﾘﾏｰ]）

Ｐ　Ｌ
京都大・小久見氏

委託または共同研究

報告・意見

進捗管理・指導・助言

本研究の方向性や技術的内容を審議

ﾆﾁｺﾝ草津、岩手大、福井大、日下ﾚｱﾒﾀﾙ、YDK

新神戸電機

神戸大、大阪府立大

日立化成、日立ﾏｸｾﾙ

実
用
化
技
術
開
発

川崎重工業（ﾆｯｹﾙ水素）

北陸電力・ｴﾅｯｸｽ（ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ）

三菱重工業・九州電力（ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ）

YDK、日下ﾚｱﾒﾀﾙ

京都大

 

 



 - 11 -

「実用化技術開発」実施体制 

 

 

Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
技
術
開
発
機
構 

三菱重工業 
風力発電特性の解析 

北陸電力 
系統安定化電力変換制

御技術の開発

川崎重工業 
出力安定化技術および保

守管理技術の開発

エナックス 
電池セルの大型化およ

び量産化技術の開発

九州電力 
電池試験方法の検討 

ＹＤＫ 
電池制御システムの

開発

委託 再委託 

日下レアメタル 
電極材料の量産技術

の開発 
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「要素技術開発」実施体制 

 

Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
技
術
開
発
機
構 

日立製作所 
円筒形リチウムイオン電

池の開発 

三菱重工業 
角形リチウムイオン電

池の開発 

北陸電力 
電力変換システムの開

発 

川崎重工業 
高性能ニッケル水素電池

の開発 

日清紡 
電気二重層キャパシタの

研究開発 

エナックス 
ラミネート形リチウム

イオン電池の開発

九州電力 
蓄電システムの性能評

価 

ニチコン草津 
電力変換装置の開発 

岩手大学 
負極材料の研究開発 

福井大学 
正極材料の研究開発 

日下レアメタル 
材料製造技術の開発 

ＹＤＫ 
電池パックの開発 

神戸大学 
最適電極構造の研究 

大阪府立大 
劣化要因の解明 

新神戸電機 
大容量電池の開発 

委託 再委託 
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「次世代技術開発」実施体制 

 

Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
技
術
開
発
機
構

電力中央研究所 
全固体型リチウムポリマ

ー二次電池の開発

鶴岡高専 
ポリマー電解質の開発 

東海カーボン 
炭素微小球体負極材料

の開発 

大阪大学 
新規固体高分子電解質の

開発 

東京工業大学(谷口准教授)
正極材料の新製造技術の

開発 

産業技術総合研究所 
炭素微小球体の構造解

析 

京都大学 
電解質重合方法の開発 

京都大学 
セルの試作・評価 

日立化成 
合成方法の開発 

日立マクセル 
セルの試作・評価 

委託 再委託 

同志社大学 
高電位負極材料の開発 

東京大学(山田教授) 
高容量リチウム正極材料

の開発 
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「共通基盤研究」実施体制 

 

Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
技
術
開
発
機
構 

三菱総合研究所 
各種蓄電池評価方法の

開発 

電力中央研究所 
寿命試験の実施および

寿命推定方法の検討

委託 


