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平成２２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 

（１）研究開発の目的  

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

源であるが、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。従って、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と考えられる。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。  

本研究は、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ため、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まとめた「エネルギーイノベーションプ

ログラム」の一環として実施する。  

本プロジェクトでは、ウインドファームレベルの風力発電や、MW級の太陽光発電などに対応

するＭＷ級の蓄電システムに関して、新エネルギーの出力変動を極小化する機能を有し、低

コストで長寿命、且つ安全・高性能なシステムの実用化を目指し、その重要な要素である蓄電

部本体や各種構成部材等の要素技術、制御技術等のシステム化技術や、次世代の蓄電技

術等の開発を行うものである。  

 

（２）研究開発の目標  

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・低コスト・長

寿命の蓄電システムの開発を目指す。  

（a）実用化技術開発、要素技術開発については、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ものとする。  

 安全性の確保を前提とした１MW級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  

なお、研究開発項目ごとの具体的な目標は、別途基本計画に示す。  

 

(b)次世代技術開発においては、最も要求仕様の厳しい風力発電用蓄電池が備えるべき

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
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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  

 

なお、上記の実用化技術開発、要素技術開発、次世代技術開発の開発対象は、

新エネルギーの有効活用を考えて、単独ないし別種の蓄電技術との組み合わせ（ハイ

ブリッド化）によって、以下のような性能を確保できる蓄電技術とする。  

 

 SOC（電池残存量：電池に蓄積されているエネルギー量の蓄積可能な量に対す

る比率）５０％付近を中心に、放電レート０．５C（電池の全蓄積エネルギーに対す

る充放電電力の大きさを示す数字。０．５Cの場合は2時間で放電できる充放電

電力となる。）程度で運転する短周期変動吸収対応の運転、および、低SOC運

転状態から夜間７～８時間程度の風力発電電力を完全吸収するような長周期

変動対応の運転など、新エネルギーに対応する様々な運転モードにおいて、補

機損失等を含めて交流入出力で見たシステムの総合効率が８０％以上、蓄電部

本体の直流効率９０％以上を確保することが可能なもの。  

 放電レートに関しては、風力発電の短周期変動対応、太陽光発電の２時間程度

の発電シフトなどに対応するために必要な０．５C程度が少なくとも可能なもの。  

 エネルギー密度に関しては、ウインドファームで設置可能な大きさとして、風力発

電電力系統安定化等技術開発プロジェクトで北海道苫前地区に実証試験で設

置した蓄電池システムと同等から数倍程度の重量、体積で３０MW×７時間の蓄

電能力を有するウインドファーム用蓄電システムを実現するために、重量エネル

ギー密度５０～２００Wh/kg、体積エネルギー密度５～２０kWh/m3程度を確保でき

るもの。  

 動作温度に関しては、現行の蓄電池の使用温度制約を±５℃改善する、－５～

４５℃の範囲で動作できるもの。  

 

(c)共通基盤研究においては、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。  

 

４．実施内容及び進捗（達成）状況 

 

４．１ 平成２１年度（委託、共同研究）事業内容 

国立大学法人京都大学 小久見 善八氏をプロジェクトリーダとし、以下の研究開発を実施

した。  

 

研究開発項目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］ 
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（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

各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） 

実際の太陽光発電の発電データを収集し、系統連系円滑化を行うためのデータ解析を

行った。これにより、太陽光発電電力の変動の平滑化を行う場合の電池充放電条件を求め、

平滑化模擬サイクル試験、出力特性試験等の電池性能の評価を行う各種試験の条件を決

定した。また太陽光発電データの解析結果を用いて、メガソーラに設置することを想定した系

統連系円滑化蓄電システムの仕様を検討した。 

 

（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） 

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する準備を開

始した。平成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

検討した。また、セル製造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

生産に適用し材料コストを減らし、さらに極板のスリットロス低減などによる歩留まり向上によ

り、平成１９年度比でセルコストを２５％低減した。 

 

研究開発項目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

池での性能を検証した。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） 

電池の安全性と低コスト化を両立できるように各種構成部材を検討した電池を試作し、安

全性評価を行い、このデータを設計にフィードバックしてさらに電池を改良した。改良した電池

の各種特性を評価し、この評価データをパラメータとして熱解析シミュレーションを行った。この

シミュレーション結果に基づき、モジュール電池を設計、製作して安全性、特性を評価、解析し

た。さらに設計した改良型６０KWhユニット２台分の電池及び部材を製作した。 

 

（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） 

平成２０年度に検討した電極活物質、電解液、セパレータ及び新型容器を用いた新型キャ

パシタ(目標１６Ｗｈ／ｋｇ)を試作し耐久等の性能を評価した。また、ニッケル水素電池・キャパ

シタ組電池（１５０―３００Ｗｈ）の風力発電を想定した運転パターンで、ニッケル水素電池の寿

命延命効果を確認し、３ＫＷｈの組電池システムを試作した。 

 

（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） 

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、電極・セパレー

タ等起電部材の改良を行い、これを実用機モジュールの開発に反映した。また実証機仕様電

池スタックの耐久試験を実施し、大型化に伴う劣化要因とその対策について検討した。 
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（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） 

平成２２年度のシステム化に向け、既に仕様を決定した電池組成にてセルおよびパックの

製造を行った。また、コストダウン材料によるセルを実用レベルで製作し、その性能および安全

性を評価して、実証試験用セルの仕様を確定した。 

 

研究開発項目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

た研究開発を実施した。なお本研究開発項目は、平成２１年度をもって計画通り終了した。 

 

（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及び電極組成

を最適化し、イオン電池としてのサイクル特性を向上させた。また、全固体型リチウムイオンポ

リマー二次電池の実用化に向け、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、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し、本技術の可能性を実証した。 

 

（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） 

 リチウムイオン挿入脱離機構の詳細な解明、合成法、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図った。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） 

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した。また、合成した材料を

用いて、ラミネートセルを作成し電池性能を評価した。その結果、この材料により電池を高性

能化できる可能性を確認できた。 

 

（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） 

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った。また

機能性バインダー分子の合成ルート確立とそれを用いた電極の作製方法を検討し、電池とし

て作動することを確認した。 

 

（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） 

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検討し

て、イオン伝導性を０．５ｍＳ／ｃｍまで向上させた。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した。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、電池構造設計を行い電池を製

作してその性能を評価し、実用化の可能性を確認した。 

 

（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） 

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
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ついて検討を行った。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

電池の設計及び評価を完了した。 

 

（７）XIII,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った。また、開発した正

極材を電池化し、その性能を評価し、実用化立証をした。 

 

研究開発項目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、国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した。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定すべき詳細条件

について検討した。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した。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原案を作成した。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を吸収した。 

 

４．２ 実績推移 

 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 

委託 共研 委託 共研 委託 共研 委託 共研 

実績額推移：         

電 源 勘 定  （ 百

万円） 
420 19 1,735 85 2,176 62 1,492 77 

特許出願件数： ０ 0 3 0 17 3 22 7 

論文発表数（報）： １ 0 5 0 11 1 22 0 

フォーラム・新聞発表

等件数（件） 
4 1 37 4 86 10 72 9 

 

 

５．事業内容 

 

５．１ 平成２２年度（委託、共同研究）事業内容 

学校法人神奈川大学 工学研究所 客員教授 佐藤 祐一氏をプロジェクトリーダとし、以下

の研究開発を実施する。実施体制については、別紙を参照のこと。  

 

研究開発項目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） 

MW 級蓄電池システムを用いて、平滑化実証試験を実施し、平滑化制御手法の評価、蓄

電池監視手法の妥当性等について評価する。また、スタック及び１００kW級蓄電システムの性

能試験等を併用し、安全性評価を含めた蓄電システムとしての総合評価を行う。 

 

（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
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社、九州電力株式会社） 

系統連系円滑化蓄電１２０kWh級ユニットを太陽光発電施設に設置して実環境下で運転し、

性能評価、寿命評価を行うことで、実用化の課題を抽出し、太陽光発電向け系統連系円滑化

蓄電システムの仕様を提案する。  

 

（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） 

セル量産化技術においては極板材料および製造コストを低減し、最終的にセルコストを４

０％低減（平成１９年度比）する。蓄電システムにおいては、１００ｋＷｈ実証機を志賀風力発

電設備に設置し、実フィールドにおける総合性能を検証する。なお本研究開発項目において

は、事業終了後も継続して本蓄電システムによる、データ取得及び解析を主とした継続研究

を行う予定である。 

 

研究開発項目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） 

 平成２１年度に設計を確立した１００Ah級単電池を試作し、評価を行う。また、当該単電池を

５ｋWモジュールにして制御回路及び電池コントローラとの組合せ運転実証を行う。 

 

（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、九州電力株式会社） 

 単セル用の部材を評価するとともに改良した単セルを用いたモジュールで安全性評価を行う。

また各種充放電試験によりモジュールの寿命を予測する。さらに６０kWh級ユニット並びにこれ

に付属する監視回路、電力変換装置および制御回路について、フィールド試験で運転・評価し、

実用化・商品化に向けた検討を行う。 

 

（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） 

仕様を決定した３，０００Whニッケル水素電池-開発仕様キャパシタ組電池を試作して、諸性

能を評価するとともに風力発電を想定した充電パターンにて組電池性能を実証する。またキャ

パシタセル製造、キャパシタモジュール組立て、組電池システム組立てのプロセスを検討し、コ

スト目標への目処をつける。 

 

（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） 

 実証機スタックの試験結果に基づき起電部材及びセル構造の改良を行い、実用機スタックと

して完成させ、性能を評価する。実用機スタックの耐久試験を実施し、インピーダンス解析等

の結果を寿命予測技術に反映する。 

 

（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） 

 電池の構成要素として、高容量低コストＬＴＯ負極を電池パックで性能を評価する。また低コ

ストＬＭＯ正極の量産適用の検討を行う。また、電池モジュールに関しては、２１年度に製作し

た１００ｋＷｈシステムにて、ＢＭＳの機能検証を行なう。またシステムに用いる信頼性の高い電

池パックの最終仕様を決定する。またコンバータ盤の低コスト化を検討して、最終的に目標コ

ストが実現可能な仕様を決定する。 

  

研究開発項目③「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］ 
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（株式会社三菱総合研究所、財団法人電力中央研究所） 

コスト評価方法については、本プロジェクトの開発品に適用可能なモジュール・システムレベ

ルにおける方法を決定する。また、寿命評価については開発者から提供されたリチウムイオン

電池セルの加速劣化試験および関連情報の収集等を継続して実施し、プロジェクトで開発す

る３種の蓄電技術それぞれについて適用可能な寿命評価手法を開発する。また、安全性評価

については、平成２２年度は、モジュール・システムレベルの安全性評価試験方法について、

それを実現するための試験設備について調査・検討を行うとともに、システムアシュアランス手

法の適用について検討を進め、それに基づく蓄電システムの安全性評価方法の案を作成する。

また、性能評価については、平成２１年度に作成したモジュール・システムレベルの性能評価

方法の検証を行うとともに、ウインドファームや大規模太陽光発電所の実運用データを入手・

解析して、実運用を模擬した標準的な充放電試験パターンを決定する。以上の開発した評価

手法を実用化技術開発、要素技術開発の開発品に適用し、評価する。 

 

５．２ 平成２２年度事業規模 

エネルギー対策特別会計（電源）    ７６０百万円 

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）評価について 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、「ＮＥＤＯ」という。）は、技

術的及び政策的観点から、研究開発の意義、目標達成度、成果の技術的意義並びに将

来の産業への波及効果等について、外部有識者による研究開発の事後評価を平成２３年

度に行う。 

 

（２）運営・管理 

研究開発全体の管理・執行に責任と決定権を有するＮＥＤＯは、経済産業省及びプロ

ジェクトリーダと密接な関係を維持しつつ、プログラムの目的及び目標、並びに本研究開発

の目的及び目標に照らして適切な運営管理を実施する。また、必要に応じて、外部有識者

の意見を運営管理に反映させる。 

 

（３）複数年度契約の実施 

平成１８～２２年度の複数年度契約を行う。 

 

７．実施方針の改訂履歴 

平成２２年 3 月、制定。



 

実施体制図 

 

「系統連系円滑化蓄電システム技術開発」 研究実施体制

技術委員会

 

 

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
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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）
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Ｐ Ｌ
神奈川大学
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佐藤 祐一氏
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