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太陽エネルギー等技
術開発費補助事業 

事業名 新型電池電力貯蔵システム開発費補助事業 
分散型電池電力貯蔵技術開発 

事業の概要 高能率未来型電池（リチウム二次電池）により、電力需要家において夜間電力を貯蔵（充

電）し昼間に放出（放電）し負荷平準化に寄与する分散型電池電力貯蔵技術（家庭用な

どの電池電力貯蔵技術に資する「定置型」及び電気自動車への適用に資する「移動体

用」の２種類の技術。）を開発する。 
１．NEDOの関与の
必要性・制度への適
合性 

以下の状況から国（NEDO）として技術開発に関与する必要性がある。 
・ 電力負荷平準化、環境負荷低減への対応は不可欠であり、高性能・高能率二次電

池による電力貯蔵システムの技術開発の意義は大きい。また、一部の民間企業の技

術開発を待つだけでなく、国として本プロジェクトを加速的に進める必要性は非常に大

きい。 
・ リチウム二次電池の可能性を最大限に引き出し、実用見込みのある数10kWh級電池

システムの開発を行うには、リスクを伴う要素研究と多数の試行錯誤が必要であり、企

業の枠を越えた研究開発として国が計画を推進する意義がある。 
２．事業の背景・目
的・位置づけ 

新型電池による電力貯蔵技術は、地球環境保全を図っていくための重要な方策の一つ

である電力負荷平準化（ロードレベリング：LL）技術と位置づけられる。本プロジェクトでは

「大容量かつ小型で経済性のある高能率未来型電池により、電力需要家において夜間

電力を貯蔵（充電）し、昼間に放出（放電）し、負荷平準化に寄与する分散型電池電力貯

蔵技術を開発する」ことを目的とする。 
３．事業の目標 

（全体目標） 
定置型では日本の一般家庭における１日分の需要電力を想定した 20kWh 級組電池シス

テムの基本構成単位となる 2kWh 級モジュール電池の開発を行う。移動体用では１充電

走行距離 400km 以上が可能な電気自動車用 45kWh 級組電池システムを想定し、この組

電池システムを構成する基本単位として 3kWh 級モジュール電池の開発を行う。 
４．事業の計画内容 
NEDO分(単位:百万
円) 

平成 4年度 平成 5年度 平成 6年度 平成 7年度 平成 8年度 総 額 
（13年度末合計）

特別会計（電多） 156 595 933 1,151 1,642 
 平成 9年度 平成 10年度 平成 11年度 平成 12年度 平成 13年度 16,637 
特別会計（電多） 1,910 2,577 2,959 3,039 1,675 

省内担当原課 経済産業省 産業技術環境局 研究開発課 

運営機関 新エネルギー・産業技術総合開発機構 新電力技術開発室 

研究開発体制 
 
(実態に併せて記載) 委託先 リチウム電池電力貯蔵技術研究組合（LIBES） 

内訳：メーカー（12）、研究機関（1） 

５．実用化、事業化
の見通し 

リチウム二次電池の搭載量が少なく、コスト的負担の小さい中容量電池システムを2005年

頃から市場投入し、一層のコストダウンを進めることにより普及拡大を図る。次のステップと

して、こうした中容量電池システムの市場形成を背景に、数 10kWh 級の大型電池システ

ムの市場導入を進める。 
６．今後の展開 プロジェクトの所期の目標は概ね達成（見通）した。成果について大容量リチウム電池の

電力貯蔵用電池として実現可能性を示しており、今後さらに発展すべき課題と認めるとの

評価を受け、実用化見極め段階としての研究開発から実用化段階としての研究開発への

発展が期待されている。 
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７．中間・事後評価 1) 平成 7 年度 中間評価 
定置型が 4 電池系、移動体用が 4 電池系の計 8 電池系について評価を行った。その

結果、「定置型における高分子系」及び「移動体用における金属系」を除く 6 電池系は第

2 期大型化研究にステップアップ可能な技術水準に達したものと判断された。 

2) 平成 10 年度 NEDO 評価※（「方式（電池系）の選別（絞り込み）」） 
評価の結果、「定置型」及び「移動体用」の2タイプともニッケルコバルト系及びマンガン

系の 2 電池系でプロジェクト最終まで技術開発を継続することが有益であるとの結論を踏

まえ、それぞれの電池系の有意性を最大限引き出すべく、研究開発を持続した。 
※平成 10 年度の評価は研究開発推進組織・体制自らが実施する評価活動であり、平成 7 年度の

中間評価とは性格を異にするものである。 

3) 平成 12 年度 中間モニタリング評価 
総括として「本プロジェクトで得られた成果は妥当であり、今後、さらに

発展すべき課題と認める」と判断された。 
 

８．研究開発成果 特許出願数：出願 198、登録 37、査読論文数：原著論文（146）のうち 59、
新聞発表数：14 
基本計画の変
更 

1) 平成 9 年 3 月 、2) 平成 11 年 6 月 

変更内容 1) これまでの要素研究の成果を基に大型単電池製作
ができる段階になったことに対しユーザーの期待
が高まるとともに、要求スペックが明確化してきた
等の情勢変化を鑑み、プロジェクトの性格を「蓋
然性の検証」から短中期のニーズに応える研究開
発、すなわち「実用化への開発加速」に変更すべ
く基本計画を改定した。 

 
2) 社会情勢変化と要求に鑑み、以下の目標の達成に貢献できる

技術開発とするには遅くとも 2005 年頃からの実用化普及開始

が必要と判断し、プロジェクトをより早期の実用化を意識した性

格にすべく基本計画を改定した。 
・ COP3 京都議定書による 2008 年～2012 年の CO2 排出量を 1990

年レベルより 6%削減する目標 
・ 電気事業審議会電力負荷平準化対策検討小委員会中間報告による

2010 年の年負荷率を 4.2 ポイント向上させる目標。 

９．情勢変化への対
応 

評価履歴 平成 7 年度 中間評価（産業技術審議会 ｴﾈﾙｷﾞｰ・環境技術開発

部会 評価委員会 分散型電池電力貯蔵技術評価小委員会）、平

成 10 年度 NEDO 評価（新型電池電力貯蔵ｼｽﾃﾑ技術開発委員

会）、平成 12 年度 中間モニタリング評価（産業技術審議会 評価

部会 分散型電池電力貯蔵技術評価委員会）、平成 14年度 事後

評価  ：平成 14 年度実施予定 
作成日 平成 14年 9月 30日 
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太陽エネルギー等技
術開発費補助事業 

事業名 新型電池電力貯蔵システム開発費補助事業 
分散型電池電力貯蔵技術開発 

４．事業の計画内容 
産総研分(単位:百万
円) 

平成 4年度 平成 5年度 平成 6年度 平成 7年度 平成 8年度 総 額 
(10年間) 

特別会計（電多） 44 50 98 139 149 
一般会計 13 15 12 11 10  
 平成 9年度 平成 10年度 平成 11年度 平成 12年度 平成 13年度  
特別会計（電多） 147 273 278 242 202 1,622 
一般会計 9 9 9 9 0 97 

省内担当原課 経済産業省 産業技術環境局 研究開発課 

運営機関 独立行政法人 産業技術総合研究所 

研究開発体制 
 
(実態に併せて記載) 実施部門 産業技術総合研究所 生活環境系特別研究体 

              電力エネルギー研究部門 

８．研究開発成果 特許出願数：出願 24、査読論文数：原著論文（91）のうち 73、新聞発表

数：8 
作成日 平成 14年 9月 30日 
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「分散型電池電力貯蔵技術開発」 

（事後評価）評価概要（案） 
 
１．プロジェクト全体に関する評価 
１．１ 総論 
１）総合評価 
電力負荷平準化に向けて NaS 電池やレドックス電池に続くプロジェクトとして
スタートしたが、要素技術からトータルシステムまでこれまでの国家投資に見合う
成果が得られており、時代のニーズに合ったプロジェクトであったと判断できる。
目標や開発体制および情勢変化への対応も妥当である。成果は目標値に対して概ね
達成しており、サイクル寿命でも実用化を見通せるレベルに近づいた。リチウム電
池が本プロジェクト開始以降、小型携帯電源に始まり、ハイブリッド電気自動車や
人工衛星用等に採用され始めたことは、本プロジェクトが直接・間接的に社会へイ
ンパクトを与えたことの現れである。途中から社会的ニーズを背景に、より実用化
を意識した中容量電池システム開発に取り組んだことも妥当である。電池開発に留
まらず安全性試験についても開発を進め、その成果が我が国の大型リチウム二次電
池安全性試験マニュアル案として採用されており、更に国際規格としても採用が期
待される。 
一方で、高出力化、高容量化、長寿命化など材料開発を含めた要素技術の確立は
充分とはいえず、次世代へ向けてまだまだ解決すべき課題がある。実用化のために
はコストダウンと安全性が最重要課題であり、自主普及のための方策や今後の具体
的な開発方針の検討が必要である。 

 
２）今後に対する提言 
今後の課題はコストダウンと安全性の確保である。経済性では自主普及できるレ
ベルにはなく、新たな材料や技術を探しコスト低減を図る必要がある。安全性につ
いては、大型化に対応した安全な電池を実用化する方策は見えてきたが、技術を確
立するまでは至っていない。今後更に材料やシステムの改善を行い早期実用化のた
めに取組むべきである。 
定置型としては、国が政策上積極的に関与しないとなかなか負荷平準化対策とし
て採用されないと考えられ、今後は、政策や電源状況を睨みながら適切な時期に実
用化開発をすべきであろう。 
移動体用としては、電気自動車の実用化は直ちには難しいが、ハイブリッド電気
自動車用電池や燃料電池自動車の二次電池電源としての大型リチウム二次電池を
開発することが喫緊の課題であろう。 
今後とも我が国が世界をリードすべく、国のプロジェクトの中で研究が推進され

ることを期待する。 
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１．２ 各論 
１）事業の目的・政策的位置付けについて 
電力負荷平準化対策や環境負荷低減のための大容量リチウム電池（定置型・移動
体用）の開発は、材料開発を含めた広範な研究開発が必要で、リスクを伴う要素研
究と多数の試行錯誤が必要であり、国レベルで取組むべき課題として妥当である。
電力負荷平準化については、電力供給サイドだけでなく、需要家サイドでの技術は
早急に必要であるが、民間の開発では、多大な費用と時間がかかり高いリスクを伴
うため、国のプロジェクトとしての推進は望ましい。しかも国際競争力として日本
が優位に立てる分野でもあり、技術の進展の意味からも妥当である。 
 
２）研究開発のマネジメントについて 
開発目標として、定置用・移動体用別に具体的に想定しており妥当である。また、
初期の目標設定は大変チャレンジングかつ有効的であったと認識される。競争と協
調の体制を取った点も評価できる。競争の結果、第２次基本計画では４電池系に絞
り込み、溢れた技術も開発支援として継続した点、炭素材料・安全性技術を電池開
発側に提供した点等も評価できる。情勢変化に対応して実用化開発へ加速し、途中
で中容量電池システム研究開発を導入したことも適切であった。 
一方で、早期実用化を目指す中容量電池システムについては、個々に開発完了時
期や経済性の目標値を明確にしていくことが望まれた。 
 
３）研究開発成果について 
成果は目標値を概ね達成し、国際的にも優れている。サイクル寿命では目標達成
を見通せるレベルに来ている。特に定置型として諸外国に先駆け、概ね開発目標に
近い成果を上げたことは評価できる。安全性については電池に保護機構を設置して
はいるが、過充電、過放電、外部短絡について確認できた。要素技術についても、
正極・負極材料、電解質ともに多くの工夫が認められる。成果の普及、広報などは
学会等で概ね良く行なわれた。大型電池に関し技術構築を図りその裾野を広げた効
果は大きく基盤技術の構築が図られた。 
一方で、これらの成果が電気自動車およびハイブリッド電気自動車へ本格的に適
用できる段階とはなっておらず、大型化へ向けた材料の安定性、低コスト化の面で
まだ開発を継続すべき項目は多い。また、サイクル寿命に関し、モジュール電池で
の試験が完了せず小型単電池および小型モジュール電池の結果から推定している
が、その根拠をさらに明確にすべきである。 
 
４）実用化、事業化の見通しについて 
中容量電池システムの成果は、定置型・移動体用ともリチウム電池の技術可能性
を示し、産業としても期待できる。大型化への取組みもほぼ目標値は達成されてい
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る。組電池として機能させるシステム作りなど評価できる基礎技術が得られている。
電池コストを下げられれば、移動体を中心とした実需がある程度見込めるレベルに
達した。本技術を基に一層の改良を重ねることで、将来的に実用化の可能性は大き
いと考える。 
但し、実用化の達成には、コストダウンと安全性の確保が最重要課題である。経
済性では、まだまだ自主普及できるレベルになく、新たな材料や技術を探しコスト
ダウンを追求する必要がある。さらに、将来的には社会的インフラの整備等、実用
化へのシステム作りを併せて考える必要があろう。 
 



 

 成果に対する評価 
高能率未来型
電池の研究 
（定置型） 

サイクル寿命等一部完全でないものもあるが、Ni-Co 系、
系ともにほぼ目標を達成している。正極材料については勿論
極材料にも黒鉛と低結晶性炭素のハイブリッドや銀超微粒子
持など新たな技術を見出しており、世界最高水準と認められ
特に 3500 サイクルの寿命はハードルが高く、従来材料の問
を分析してそれを克服する材料を開発した点は評価できる。 
一方で、炭素負極については、金属粒子による表面修飾の
も、酸化物ナノ層など新たな方向も見え始めており、表面修
関する研究は今後も重要である。試験時間の関係から、モジ
ル電池におけるサイクル寿命試験が途中となり小型電池から
定となったが、実用化に向けてぜひ実際のモジュール電池で
命を最終確認されたい。 

高能率未来型
電池の研究 
（移動体用） 

Ni-Co系、Mn系とも体積エネルギー密度を除き目標をほぼ
ている。エネルギー密度は世界的にリードしている。正極、負
は勿論、大電流を前提とした放熱対策や集電体設計の工夫が施
いる。高容量の Li-Ni1-x-y-Cox-MnyO2系のモジュール電池も熱
レーションを取り入れて冷却性能を高め耐久性に貢献している
負極に多層構造黒鉛電極を採用し、高容量化と長寿命化を図
り、汎用性も伺える。負極での劣化から、その解析推定を通し
改良の指針を導き出す等の検討は貴重な知見が蓄積されている
一方で、サイクル寿命について、小型単電池および小型モジ
電池でのデータをもとに推定して達成可能としているが、その
明確化する必要がある。 

高能率未来型
電池の研究 
（開発支援） 

開発支援として負極用高性能炭素材料を電池開発のために
し、開発目標の到達に寄与したことは評価できる。負極炭素
開発そのものについては目標値をクリアし、新しい世界的な
が見られる。微細構造制御をはじめ材料科学上また工学上、
な成果を上げた。安全性確保技術については、課題設定上の
さがあるが、異常事態で起こる現象の解明や安全対策指針の
で成果が認められる。電解質の不燃化についても、添加剤の
の検討など技術発展の可能性を検討している。 
ただ、電解質不燃化の添加剤は現在高価であり、低価格で
性の高い材料開発が望まれる。安全性向上のための不燃性電
の開発は今後の大きな課題である。 
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実用化の見通しに関する評価 今後の研究開発の方向性等に関する提言 
Mn
、負
の担
る。
題点

他に
飾に
ュー
の推
の寿

技術的には実用に耐え得る電池系の構成とモジュール化等、
実用化へつながる開発が見られる。２kＷh級家庭用小型蓄電シ
ステムを試作し実負荷試験を行い適用性が高いことを示したこ
とは評価できる。LiCoO2 に代って、LiNi1-xMnxO2 系が検討さ
れたが、この成果は実用化へつながる技術と期待される。炭素
負極についても将来のあるべき方向は確認されたと思われる。
スピネル系マンガン酸化物正極の安全性試験結果は実用化に耐
え得るものと評価できる。本技術の延長線上に実用化の可能性
が存在し、そのための基盤技術構築が図られたと考えられる。
しかし総合的な実用化の課題は低コスト化と安全性そして長
寿命化である。特にコスト低減に向け、材料・技術開発の面か
らさらなる努力をすることが望ましい。 

正 極 に つ い て は 今 後 LiMn1-xNixO2 、
LiNi1-xCoxO2-δなど、ジグザグ層状、格子欠陥導
入などによる高エネルギー密度化や高出力に向
けた研究が必要である。電解質の不燃化の取組み
は重要なテーマであり、負極炭素は表面修飾など
の研究や、合金系、酸化物系負極の探索研究も必
要であろう。 
定置型の実用化には、より一層のブレークスル
ーにより、家庭導入のための低コスト化を実現す
るとともに、家庭内電化製品として利用する側の
メリットをはっきりさせるべきである。普及の際
には政策上の優遇を考える必要もある。 

達成し
極材料
されて
シミュ
。また
ってお
て電極
。 
ュール
根拠を

中容量電池システムを搭載した軽自動車や
電動スクータによる走行テストにおいて目標
を達成できたことは普通自動車での早期実用
化をも期待させる。開発された３kWh級モジ
ュール電池は従来型の有機電解液を使用して
おり安全上課題が残るが、電解質を不燃化す
ることで実用ハイブリッド電気自動車へ大き
く近づくであろう。そのためには、中容量電
池システムのコストダウンへ向けた、材料開
発、システム作りが一層望まれ、材料の選択
次第では可能である。 

正極はMn系、Fe系を含めて低コスト化が可能な材料の特性
評価を進める必要がある。電解質はフッ素系添加物含有有機電
解液や全固体型高分子電解質などの不燃性電解質の開発が必要
である。天然黒鉛などを表面修飾することでレート特性向上を
目指すことも必要となろう。実用化には材料の選択・処理法な
ど改良すべき問題・課題が多々あるが、最大の問題は定置型と
同様、低コスト化と安全性の確保である。今後は燃料電池車の
開発動向やコスト等を見ながらコスト低減に向けた技術開発を
行う必要がある。ハイブリッド電気自動車用電池や燃料電池自
動車の補助電源としての電池開発を早急に実施すべきで今後の
市場開発戦略が要求される。 

供給
材料
技術
大き
曖昧
確立
効果

安全
解質

低価格化へ向けた材料開発、ひいては生産システ
ムの合理化など積極的に取組む項目は多いが、開発
支援の成果を用いたモジュール電池や中容量電池
が目標値をほぼ達成したことによりハイブリッド
電気自動車やその他の製品に搭載あるいは設定さ
れる可能性はあり、その意味での実用化はあり得
る。電池の安全性については、保護装置や安全素子
を設けることにより、外部回路での誤作動に対する
安全は確保できる見通しを得たが、実用化にあたっ
ては、そのような装置がなくとも安全性が確保でき
るような、新材料・電池構造などが望ましい。 

高出力化と高容量化のための材料開発、低価格化へ向けた
材料開発の推進、さらには実用化を踏まえた生産システムの
合理化等にまで、今後とも推進すべき項目は多い。安全性技
術については、小容量電池でメカニズム解析に基づく材料ベ
ースでの技術向上等の知見が得られた。中容量電池（35Wh
級）においてはかなりの安全性向上を見たが、過酷な安全性
試験をクリアーしていない。大型電池（100Wh以上）におい
ては確実な安全性技術を確保するまでには至っていない。こ
の現状に基づき、今後さらに材料やシステムの改善が必要で
あり、早期実用化のために技術を確立して欲しい。今後は、
これらのいくつかの要素技術を育てるプロジェクトが必要で
ある。 



 

 成果に対する評価 
高能率未来型
電池の研究 
（次世代電池
技術） 

目標値をほぼ達成し、次世代に必要な改良点の提案を出したと
も含め評価できる。高分子固体電解質系ではモノマーの探索から
の接触向上まで図り、それなりの性能を実証した。高分子固体電
関する成果は常温以上の高温で実施されたものであるが、この電
特質を生かしたものである。リチウム金属系では 400サイクル以
放電を実証し、新規電解液によるデンドライト抑制を実現した。
燃性電解液の検討もイオン電池、リチウム金属電池への適用まで
いる。その難燃性電解液を用いた安全性の濫用試験において急激
上昇を抑制し、不燃化への取り組みも評価できる。フッ素系の難
料の検討は将来の安全な電解質開発に役立つであろう。 
高分子固体電解質電池やリチウム金属系電池の劣化機構につい
さらに原因追及する必要がある。技術的にも未完成部分がある上
格化、安全性への取組は道半ばであり今後とも研究を続ける必
る。 

トータルシス
テムの研究 

大型リチウム電池および電池システムの試験法が基礎的には
きたと判断される。「導入方策」では、導入効果や導入量利用分
経済性・LCAまで具体的・客観的・総合的に分析している。｢電
試験｣では、試験方法や項目を定めて各種電池に適用・評価し、
果を基に実用性向上に寄与した。「安全性試験」では世界に類の
験データを豊富に蓄積し、具体的な試験条件や手順を世界に先駆
討し、その基礎を築いている。さらにその知見を実施者間に開示
を図った点も評価できる。今後の試験法の標準化のためにさらな
が期待される。 
経済性試算においては電池製造規模を仮定してコスト回収年
定しているが、電力供給サイドや他自動車用電池の動向を考慮し
いのは残念である。 

高能率未来型
電池の研究 
（材料及び評
価技術） 

電池の評価技術として、電極材料では EQCM法、電解質では
配 NMR法による原子・分子レベルでの反応過程に基づく評価手
立した。また、電池安全性評価のために、多次元シミュレーショ
グラムを開発し、電池内部の電流・温度分布が推定できるように
さらにそれを提供して大型電池シミュレーションプログラムの
活用されたことは評価できる。正・負極材料、電解質にいたる電
材料について、新規材料の提案から新規評価方法の確立への寄与
られる。また電池充放電時の熱的挙動の解析も、実電池での予測
とするレベルに達しており、モジュール設計に資するところが大
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実用化の見通しに関する評価 今後の研究開発の方向性等に関する提言 

いう点
電極と
解質に
解質の
上の充
難・不
及んで
な温度
燃性材

ては、
、低価
要があ

サイクル寿命が目標を達成したことにより高分子固体
電解質系電池やリチウム金属二次電池の基盤技術はほぼ
確立し実用化の可能性はある。難燃性電解液についても、
リチウム二次電池の安全性を確保する基礎的知見が得ら
れ、実用化への可能性がでてきた。安全性、負荷特性の
確認や低価格化へ向けた材料開発など多くの技術的課題
があり実用化には時間がかかるが、今後も更なる基礎的
研究を含めた開発の継続が必要である。また、高分子固
体電解質系、リチウム金属系とも、電力貯蔵用途として
は単電池サイズが過小ではないか。 

リチウム二次電池の安全性向上や飛躍的な性能
向上のため、高分子固体電解質系電池やリチウム
金属系電池そして難燃性・不燃性電解質の開発は
時代のニーズでありかつ重要である。実用化の可
能性を得たことから、今後費用対効果を考えつつ、
また導入時期を検討しつつ開発を進めてゆくべき
である。他の電池系と同様、今後、安全性やコス
トダウンが課題であることは言うまでもないが、
これらが他の電池系よりも有利であれば実用化は
加速されよう。早急な確認が期待される。 

確立で
野から
池性能
その結
ない試
けて検
し活用
る努力

数を算
ていな

電池性能を調べるための具体的な試験方法や寿命推定
試験法を提案し、将来の実用化に必要な電池試験法の標
準化の基礎となったことから試験方法として実用化の可
能性がある。既に我が国の大型リチウム二次電池安全性
試験マニュアル案として反映されており、更に国際規格
としても採用が期待される。 

皆が安心して使える安全な電池を実用化する方
策は見えてきた。しかし早期に解決できない課題
もあり、電池およびシステムの性能・安全試験や
その標準化等、今後も精力的に検討すべきである。
短期間で推定可能な電池寿命測定法の確立も検討
を続ける必要があろう。製造直後のチェックで充
放電サイクル特性を予想する技術が確立できれ
ば、組電池の性能保証が一段と向上するであろう。

磁場勾
法を確
ンプロ
なった。
開発に
池構成
が認め
を可能
きい。

確立した種々の評価手法や多次元シミュレーションプ
ログラムなどは、今後電池開発において使用される可能
性は高い。 
高分子リチウム電池は安全性が高く、今後も開発を継
続すべきである。しかし、実用化への道は厳しく、今後
評価手法や現象解析を行って、リチウム塩・高分子・溶
媒の探索・設計を行う必要がある。コスト的な面ではま
だまだ努力が必要である。リチウム金属・合金負極が実
用レベルまで発展するかによって今後の電池開発の方向
性が大きく左右されるので、その見極めが至急望まれる。

次世代のリチウム電池として、やはり安全性
に優れた高分子リチウム電池の開発は必要であ
ろう。しかし、実用化までには解決すべき技術
課題も多く、今後の技術開発が大いに期待され
る。 
電池材料は開発進展の速度が速く、かつ重要な
技術である。せっかく高めてきた技術レベルに間
隙を入れることなく、早急に大型高性能二次電池
開発プロジェクトを立ち上げる必要がある。 
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（注）Ａ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１，Ｄ＝０として事務局が数値に換算。 
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４．実用化・事業化の見通し

３．研究開発成果

２．研究開発マネジメント

１．事業の目的・政策的位置付け

平均値

評価項目 平均値 素点（注） 
１．事業の目的・政策的位置付けについて  2.6 A B A B A
２．研究開発マネジメントについて  2.4 A B A B B
３．研究開発成果について  2.6 A A A B B
４．実用化・事業化の見通しについて  1.8 B B B C B

 


