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プロジェクト概要 
作成日 

２００８年１０月１６日 

プログラム名 エネルギーイノベーションプログラム 

プロジェクト名 系統連系円滑化蓄電システム技術開発 プロジェクト番号 Ｐ０６００４ 

担当推進部/担当者 新エネルギー技術開発部 ／近藤、岩崎 

０．事業の概要 

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が可能で、

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。 

Ⅰ．事業の位置付け・

必要性について 

経済産業省では２００８年３月に、クールアース５０（世界全体の温室効果ガスの排出量

を２０５０年までに現状と比して半減することを目標とし、“低炭素社会づくり”をめざすという

計画）の達成に必要な革新的技術として、「Cool Earth―エネルギー革新技術計画」をまと

め、日本が重点的に取り組むべき２１の革新技術（エネルギー供給・エネルギー需要側・横

断部門）の横断部門で高性能電力貯蔵として、本プロジェクトで取り組む蓄電技術開発が

とりあげられている。 

風力発電や太陽光発電などの新エネルギーの導入促進にあたっては、出力の不安定

性を平滑化する蓄電技術が必要不可欠になる。一例として、平成１８年度より、一部の電

力会社は２０００ｋＷ以上の風力発電の連系募集において、蓄電池の併設を義務づけ始め

ており、蓄電技術の必要性は具体的なものとなっている。しかし、現在、ウインドファームに

適用可能な蓄電技術は、コスト、寿命などの面で事業者が受け入れるには不十分な点が

多く、その課題解決に向けても、低コストで長寿命、且つ安全・高性能な蓄電システムの開

発は必要不可欠である 

また、携帯電子機器用途等で普及・低コスト化が進むリチウムイオン電池であるが、大

容量蓄電システムを構築するためには、安全性を考慮したセルそのものの大型化・高性能

化を目指した要素技術と、それらセルをさらに多直並列に構成する制御技術が必要とな

る。電池メーカ各種はハイブリッド自動車や電気自動車等への市場には興味を示すが、大

きな潜在力を持つにもかかわらずまだまだ市場が立ち上がらない風力・太陽光発電併設

用途へ進出するには現状ではメリットに乏しいととらえられている。このため、新エネルギー

用の蓄電池については、過少投資となる傾向にあり、ＮＥＤＯが中長期的観点から技術開

発をサポートする必要がある。 
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Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

事業の目標 

本プロジェクトでは、４つあるテーマそれぞれに異なる目標を設定している。 

（１）実用化技術開発 

 太陽光や風力発電の変動出力を安定化させる機能を持つ大型蓄電システムの製作、およ

び、６ヶ月以上の実機試験によるシステムの機能検証 

（２）要素技術開発 

 コスト４万円/kWh、寿命１０年を実現する技術の開発 

（３）次世代技術開発 

 コスト１.５万円/kWh、寿命２０年を見通す革新的な技術の開発（２０３０年の実現を想定） 

（４）共通基盤研究 

本プロジェクトの開発品に適用するコスト・安全性・寿命・性能評価方法の開発 

主な実施事項 Ｈ18fy Ｈ19fy Ｈ20fy Ｈ21fy Ｈ22fy 

（１）実用化技術開発査

（２）要素技術開発 

（３）次世代技術開発転

事業の計画内容 

（４）共通基盤研究 

会計・勘定 Ｈ18fy Ｈ19fy Ｈ20fy Ｈ21fy Ｈ22fy 総額 開発予算 

（会計・勘定別に事業

費の実績額を記載）

単位：百万円） 
特別会計（電源） 800 2,600 2,400 2,250 2,150 10,200 

経産省担当原課 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー対策課 

プロジェクトリーダー 国立大学法人京都大学 教授 小久見 善八 

開発体制 
委託先（＊委託先が管

理法人の場合は参加企

業数も記載） 

（株）日立、北陸電力（株）、エナックス（株）、三菱重工業（株）、九州電

力（株）、川崎重工業（株）、日清紡績（株）、（財）電中研（２件）、同志社

大学、大阪大学、東京工業大学（２件）、（独）産総研、鶴岡高専、京都

大学、（株）三菱総合研究所 

 

 

情勢変化への対応 

欧州での定置用蓄電池へのニーズの高まりを受け、平成２０年９月にベルギーのブラッ
セルにて第１回の日欧専門家会議を開催し、欧州における蓄電技術の研究開発状況お
よび国としての取り組み等について意見交換を行い協力関係の可能性があることを確
認。 
また、平成２１年３月に日本でワークショップを開催予定 
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（実用化技術開発） 

実用化技術開発の中間目標は、出力安定化制御方法の決定と、モジュールでの機能検証であり、

大型蓄電システムを構成するため、ニッケル水素電池の長寿命化や正確な必要容量検討に貢献

できる高精度（±１０％以内）な充電状態モニタシステムを開発や、１００kW 蓄電システムを風力サ

イトに設置して実運用試験を開始した。（川崎重工）、また、出力安定化制御技術の成果として、瞬

時電圧低下等の系統故障時、安定化装置が一斉に脱落して系統安定化に影響をあたえないよう

に機能を付加した制御技術を開発し、（北陸電力-ｴﾅｯｸｽ）、風力発電データを測定・解析し、出力

安定化システムに必要な蓄電池容量を決定（三菱重工-九州電力）。 

 

（要素技術開発） 

 要素技術開発では、低コストの材料、構造、製造方法の開発、最適充放電制御技術の開発、各

種安全性について、モジュールの基本構成となるセルベースでの確認を中間目標としており、低コ

ストで長寿命な蓄電システムを実現する成果として、新電極の採用等によりニッケル水素電池コス

ト約２０％低減、サイクル寿命約２倍に向上。（川崎重工業）また、電極材料等の改良により１５％

低コスト化した電池パックを開発した。（北陸電力-ｴﾅｯｸｽ）、さらに構成材料の適正化によりエネル

ギー密度が約２５％向上（三菱重工-九州電力）、正極材料の改良によりサイクル特性が８Ah 単電

池で約５％向上（日立）、電極材料の改良により高エネルギー密度化に寄与するキャパシタの内部

抵抗が従来の１／３に低減 （日清紡）等が成果である。 

 

（次世代技術開発） 

新規低コスト材料および製造方法の開発のため、小型セルにて基本性能を確認することを平成２０

年度目標として、さらなる低コスト化、長寿命化を実現する成果として、 

電解質に関しては、電極-固体電解質界面の新たな修飾方法を見出し、ｻｲｸﾙ特性とｲｵﾝ伝導性を

向上（電中研）、低温領域における高分子固体電解質のイオン伝導性を大幅に向上（大阪大）、難

燃性ｲｵﾝﾁｬﾝﾈﾙﾎﾟﾘﾏｰ電解質の合成に成功し、新たに重合触媒も開発（鶴岡高専-京大）、 

また、正極に関しては、燐酸ﾏﾝｶﾞﾝﾘﾁｳﾑを合成し、122mAh/g（通常 100mAh/g 程度）の容量を達

成（東工大・谷口）、放射光Ｘ線回折により、Li2FeSiO4 の複雑な結晶構造の解読に成功（東工大・

山田）、 

さらに負極については、ﾁﾀﾆｱ系高電位負極を合成し、250mAh/g（LTO=150mAh/g 程度）の容量

を達成（同志社）、炭素微小球体の大粒径化によりｸｰﾛﾝ効率 93%（従来 70％程度）を達成（東海ｶｰ

ﾎﾞﾝ-産総研） 

 

（共通基盤研究） 

開発品のコスト・寿命・性能・安全を評価するため、セルでの評価方法を決定し、開発品に適用し

て、その妥当性を検証する事を中間目標としており、具体的な成果は、蓄電システムの導入量を推

定し、コスト算出方法の案を策定し、ハザード分析を用いて安全性に関する評価項目を選定した、

さらに、既存の規格基準を整理し、必要となる各種の性能評価項目を選定した。（三菱総研） 

また、加速劣化試験パターンを作成し、寿命推定方法の案を策定した。（三菱総研-電中研） 

 

投稿論文 「査読付き」１５件、「その他」３件 

Ⅲ．研究開発成果につ

いて 

特  許 「出願済」２２件（うち国際出願２件） 

 
 
 
 
 
 
 
 



5 

Ⅳ．実用化、事業化の見

通しについて 

 

（実用化技術開発） 

 各委託先は、プロジェクト終了後も自社内で更なる高性能化、大型化等について検討し、自社

製品として市場に提供する方向で、実用化、事業化に向けた技術開発を継続する予定である。各

委託先での事業戦略上の位置付けは明確であり、社内開発部門と事業部門の連携や、重電、電

力等との協力体制の構築も進める考えを有す。現時点での、実用化、事業化の見通しは明確で

あり、本プロジェクトに参画した企業として取り組む姿勢を有している。 

 

（要素技術開発） 

得られた研究開発成果を実用化技術開発の成果と合わせて実用化、事業化を指向するか、開

発成果をベースにその後も自社内で独自に技術開発を継続し、実用化、事業化を狙う。要素技術

開発では、ニッケル水素蓄電池、リチウム蓄電池、キャパシタとニッケル水素電池のハイブリッド

システムの開発を行っており、実用化、事業化の時期や対象とする製品等は蓄電技術により異な

る。 

当面は、既存製品の置き換え需要を狙い、事業部門やグループ企業等との協業を行いつつ、

新エネルギー用の大型蓄電システムへの参入を想定する、あるいは、プロジェクト終了後１０年程

度を目安として、ＵＰＳなどのバックアップ用電源、都市部の分散型電力貯蔵用電源、大規模電力

貯蔵用電源への適用（３０MW 級を視野）など、重量エネルギー密度や体積エネルギー密度の優

位性を活かす事業展開を目指す。また、将来的に想定する市場については、既存製品の置き換

え市場の年間数十億円規模から自然エネルギー用蓄電池市場の数千億円規模まで種々想定し

ている。順次、大規模市場にアプローチし、蓄電システム技術の市場規模拡大に伴う低コスト化、

安定量産技術の向上等を達成しつつ、更なる技術競争力強化を図り、次なる製品群、市場開拓

に繋げていきたい考えである。以上のように、現時点で、各実施者は要素技術開発で得られた成

果を基に、各々事業化、実用化に向けたシナリオを有している。 

 

（次世代技術開発） 

次世代技術開発で得られた成果の実用化、事業化の見通しを考えた際、しばしば問題となるの

は、基礎、基盤的な技術開発成果を如何にして製品化に結びつけるかということである。その点

において、本プロジェクト委託先は、例えば、研究成果の学会・展示会等でのピーアール活動を通

じ、本開発技術の事業化に興味を持つ企業の探索、ベンチャーキャピタルの獲得や、本プロジェ

クトの実用化技術開発や要素技術開発に携わる企業、あるいは他の企業等へのライセンス供与

やサンプル供与を通して、開発した成果を用いるリチウムイオン電池の実用化、事業化を目指す

こと等を想定している。実際、いくつかの研究開発テーマにおいては、工業生産プロセス開発をパ

ートナー企業と開始しているケースや、F/S 終了後に材料製造メーカおよび電池メーカを体制に

組み込み、垂直連携により実用化、事業化を促進しているケースもある。 

 

（共通基盤研究） 

開発者における共通語の発展形としての「標準化」を視野に入れており、本研究終了後に標準

化の議論にスムースに移行できるような状況を導けるものと考えている。具体的には、本研究期

間内にも国内の蓄電システム関係者から広く意見を頂く機会としてワークショップを継続的に開催

すると共に、プロジェクト終了後も当該技術分野に関する継続的な議論ができる場を設定するとと

もに、欧州委員会との専門家会合などが予定されているが、これらの会合での取り組みの周知や

課題の提供を通じ、国際的な議論を進められる基盤を整え、平成 23 年度以降に適切な標準化会

合への提案を目指していく 

 

Ⅴ．評価に関する事項 中間評価以降 平成２０年度 中間評価実施  平成２３年度 事後評価実施予定 

作成時期 平成１８年８月 作成 
Ⅵ．基本計画に関する

事項 
変更履歴 平成２０年３月 変更（ＰＬの設置） 

平成２０年７月 変更（イノベーションプログラム制定） 
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「系統連系円滑化蓄電システム技術開発」プロジェクト全体の研究開発実施体制 
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「系統連系円滑化蓄電システム技術開発」（中間評価） 

評価概要（案） 

 
１．総 論 
１）総合評価 
「低炭素社会づくり行動計画」の閣議決定など、本事業の位置づけは事業開始当

初と比べてますます高まっている。太陽光発電・風力発電などを大量に系統連系す

るために、高性能・低コスト・超寿命の蓄電池技術の目標が設定され、適切な体制

のもと、着実に成果が挙がっている。実用化、要素技術開発、次世代技術開発、共

通基盤研究のいずれも、個々の技術レベルは非常に高く、それぞれの成果は高く評

価できる。今後の課題と実用化の見通しも明確である。プロジェクト全体として高

く評価できる。 
一方で、風力発電から太陽光発電へと急速にシフトしている状況を踏まえた対応

が必要であり、実用化の面で、個々の開発技術の特徴に合わせた取り組みがやや見

えにくいテーマもある。各グループ間の連携についてこれからの改善を期待すると

ともに、プロジェクトに参加していない電力会社との調整も一層図る必要がある。 
 

２）今後に対する提言 
多くの種類の実用化電池の開発が並行して進められており、それぞれのメリッ

ト・デメリットを総合評価して、系統連系円滑化蓄電システムとしての適合性の判

定が今後求められる。その際、太陽光発電へと急速にシフトしている昨今の動向も

踏まえた対応を検討することが望まれる。また、各種の開発を系統側に設置して実

証研究すると共に、更なる研究開発を通じて、コスト・寿命・性能など実用化の道

を積極的に展開することを期待する。信頼性、安全性等に関する評価方法を国際標

準にまで高め、国際舞台での成果の普及にも寄与することを期待する。 
 
２．各 論 
１）事業の位置付け・必要性について 
本事業は、エネルギーイノベーションプログラムの目標達成に寄与し、NEDO 事

業として妥当である。地球温暖化対策の切り札として、低炭素社会づくりの一翼を

担う風力、太陽光発電等を大量に系統連系する技術の確立が求められており、その

基盤となる蓄電技術に多くの蓄積がある我が国の立場として、先導的に事業を進め

る必要がある。NEDO の寄与が必須である。 
一方で、昨今のエネルギー価格の激しい変動に伴う電力貯蔵に対する社会情勢の

変化なども踏まえ、市場に適合した舵取りを行うことが重要である。蓄電システム
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検討のベースとなる新エネ（太陽光・風力）導入目標に関しては、最新の長期エネ

ルギー需給見通し等を踏まえることが望ましい。 
 
２）研究開発マネジメントについて 
長寿命、低コスト、高信頼性を目指した戦略的目標の設定は概ね妥当であり、そ

の達成度評価の指標も概ね適切に設定されている。スケジュール、予算など計画は

妥当であり、研究開発チーム構成、横断的な PL の設置など事業体制も妥当である。

技術委員会による計画の見直し、プロジェクト参加者・企業間での情報共有も適切

であり、プロジェクト全体の執行状況管理も評価できる。 
一方で、系統連系円滑化システムの仕様については必ずしも明確でなく、早期の

検討が必要である。変動出力の安定化という点で長周期変動対応についての取組み

がよく見えない。具体的目標値については、採用するデバイス（ニッケル水素系、

リチウムイオン系、電気二重層キャパシタ系）の特性を考慮に入れるべきである。 
社会的経済状況が劇的に変化し、また、最近の電気自動車搭載などの移動型電力貯

蔵への注目度が高まる中で、目標の再確認を行い、また、定置型に特化しているこ

とのメリットを明確にする必要がある。 
 
３）研究開発成果について 
中間目標は概ね達成されている。世界レベルの成果、新たな技術領域の開拓への

期待、汎用性については、疑問の余地はなく、個々の研究推進ポテンシャルの高さ

を窺い知ることができる。とりわけ、デバイスの材料開発において新たな技術的提

案がなされるなど、その意義は大きい。最終目標に向けての課題と解決への道筋に

ついても大きい問題はない。 
一方で、実用化技術開発では、それぞれの蓄電システムの特徴に合わせた使い方

の検討も欲しい。海外を含め特許出願がやや少ない。社会に対する情報発信も、二

次電池の可能性、将来像などもう少し積極的な対応を期待する。市場に受け容れら

れる価格への研究開発のスピードアップも期待する。 
 
４）実用化等の見通しについて 
実用化技術開発については、開発スキームは明確で実用化の見通しは問題なく、

要素技術開発については、実用化イメージ、マイルストーンは概ね明確である。次

世代技術開発については、実用化のための課題を明確にしている。共通基盤研究に

ついては、標準化に向けて順調に開発が進み、その成果が全体にフィードバックさ

れることにより、さらなる出口イメージの明確化が期待される。いずれも大きな波

及効果が期待できる。 
一方で、風力だけでなく、太陽光発電と組み合わせた蓄電池システムの実用化技

術開発も必要である。実用化技術・要素技術開発については、システム全体のコス
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ト評価が現時点では明確でないところがある。次世代技術開発に関しては、プロジ

ェクト全体の中での貢献部分をより明確化して、実用化のイメージ・波及効果をよ

り具体化することが望まれる。共通基盤研究については、国内における評価法の標

準化体制が国際標準との関係においては明確でなく、NEDO や国による支援が必要

である。また、今後の展開を想定し、自動車・家電などの他産業との協力や国際標

準化などの海外戦略を積極的に進めることが望まれる。 

 

 



 

個別テーマに関する評価 

 成果に関する評価 実用化等の見通しに関する評価 今後に対する提言 

実 用 化

技 術 開

発 

ニッケル水素電池、リチウムイオン電池

での風力発電モニタリングシステム、出力

安定化制御技術の開発、モジュールでの実

運用試験の開始など、参加グループのそれ

ぞれ得意分野での実績を活かし、コスト低

減、長寿命化、高信頼性を目標とする際だ

った成果が創出され、概ね当初目標を達成

する成果を得ている。実証に向けた計画も

妥当である。コスト試算を含めた最終目標

値の見通しもできている。 
一方で、電力系統用としての全体の仕様

が未だ十分に見えていない部分があり、共

通基盤のグループとのすりあわせを早急に

行う必要がある。また、実用化技術開発と

要素技術開発を並行して実施している場合

は、それぞれの目標達成が曖昧になりやす

いので注意を要する。知的財産の取得と成

果公開に関して、要素技術が中心であり、

実用化技術については少ない。今後大量の

普及が見込まれている太陽電池発電につい

ての取り組みが不明確である。 

電池単体の高性能化に加えて、貯

蔵システムとしての直列化技術、制

御系を合わせて開発がなされてお

り、ニッケル水素電池、リチウムイ

オン電池ともに発電サイトで採用

する場合を想定して、実用化の見

通しは概ね明確になっている。本研

究については、大きな波及効果が期

待できる。 
一方で、システムの仕様が明確で

なく、また、経済状況が激変してい

るので、事業化の可能性の判定は、

現在見通しにくい。太陽光発電と組

み合わせた蓄電池システムの実用

化を目指した技術開発も含めての

研究の加速化が望まれる。国や自治

体など行政側の支援なども視野に

置いた実用化、普及のケーススタ

ディーなども検討してはどうか。 

種々の蓄電池システムの用途

（風力、太陽光）や利用形態（需

要家側利用、系統側利用）を明確

にした上での蓄電池システム別

の選別と特化が望まれる。個々の

研究の方向性をより明確化させ

ることも重要である。今後も、関

連産業における要素技術等の進

展に対応して新規技術の採用や

設計変更を柔軟に対応できる体

制を整えておくべきであろう。ま

た、本テーマは、電力供給と地球

温暖化という国の基盤にかかわ

る問題であり、我が国の電力事情

の動向を踏まえ、国の電源政策に

提言できるような成果の発信が

期待される。 
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要 素 技

術開発

モジュールレベルでの電極改良によ

る性能向上、コストダウンがはかれてお

り、中間目標の達成に向け、着実に成果

が積み重ねられている。知的財産取得と

成果発表にその成果が現れている。今後

の課題も、安全性評価などニーズに合

わせて設定されており、今後のプロジ

ェクトの推進が期待できる。 

いずれのグループもそれぞれの

技術におけるこれまでの実績が高

く、明確な目標の下に実用化に役立

つ成果をあげている。実用化の見通

し、すなわち現状技術との置き換え

について、その可能性がそれぞれ示

されている。安全性やコストに対す

る考え方も評価できる。高額なキ

ャパシタの場合、万円／kW だけで

なく、耐用年数も考慮した検討が望

まれる。 

電力供給は社会の基盤であり、

信頼性と安全性、経済性がカギを

握る。その観点からの研究開発を

いっそう強化することが望まれ

る。その際に、並行して進めてい

る多数技術のそれぞれの特質の

明確化を進めると共に、システム

の要求性能を明確化し、性能に見

合った電極の選択、電池製造プロ

セスの改善が望まれる。その一方

で、実用化にあたっては蓄電シス

テム設計に柔軟性をもたせるこ

とも有効と考える。電気二重層キ

ャパシタとニッケル水素電池と

のコンビネーションにおいては、

電池メーカの参画も検討しては

どうか。 
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次 世 代

技 術 開

発 

技術的には未成熟なものもあるが、い

ずれも大きな可能性を持つ課題に取り

組み、中間目標の達成に向け、着実に成

果が積み重ねられている。全ての成果

は、次世代リチウムイオン電池の開発に

貢献するものと認められるものの、多岐

にわたる開発の重点化を行うべき時期

を迎えている。可能性ということで判

断が難しい面があるが、適切な舵取り

を期待する。 
一方で、最終的な蓄電システムの形が

見えにくいものがあるので、研究の進捗

状況を慎重に見極めながら、テーマによ

っては実用に耐える最終形を意識した

開発研究スケジュールの設定が求めら

れる。また、個別の問題への取組みが、

システム全体としての低コスト化・長寿

命化に、どのように貢献するかを明確に

することが望まれる。 

大幅に性能向上できた材料も見

つかっており、大きな波及効果が期

待できる。現状技術に比較的近い課

題にあっては、実用化・事業化の見

通しが具体的に示されており、次世

代技術として大きな期待が持てる。

一方で、実用化に向けた取組にお

いてやや具体性に欠ける課題があ

るので、どの時期に何を実施するか

をより明確にする必要がある。 

新材料探索や電池反応機構の

解明が進み概ね妥当であるが、寿

命が大きなポイントになると考

えられることから、安全性、コス

トの他に劣化メカニズムの解明

にも力を入れることが望ましい。

また、それぞれの課題は材料開発

に関するもので、蓄電システムそ

のもの（システム設計）の次世代

技術を取り上げることも今後視

野に入れることが望ましい。いず

れにしても、次世代に関わる重要

な基盤技術の開発であるので、国

際会議発表の促進による内外情

勢の把握や必要に応じて国際特

許を押さえる戦略が望まれる。 
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共 通 基

盤研究

当初計画を着実に遂行し、成果を上げ

ており、成果の普及も高く評価できる。

安全性や信頼性、コストなど普及に必

要な視点を適切に設定し、標準化の評

価項目を規定し、仕様を明確化する方向

性は重要である。関係機関への情報提供

を通じて成果の有効利用がはかられて

いる。 
一方で、異なる蓄電システム（水系、

有機系、キャパシタ）に対して評価軸が

単一でよいかどうか、検討を要する。 

現在まで明確な評価基準が世の

中にない状態で、将来の標準を策定

する基礎ができつつある点で大い

に評価される。また、国際標準を意

識した取り組みも適切であり、我

が国の蓄電池産業が世界をリード

していく上で、極めて大きな意義が

ある。ここで提案した評価手法等

が、各企業体において採用され、シ

ステム構築費用の削減に寄与する

上で、評価項目の設定等に関し、関

連企業等との間でのコンセンサス

を得ることが重要である。 

共通基盤研究の成果をもとに、

プロジェクト内の全グループと

の意見摺り合わせを行い、風力及

び太陽光発電の系統連系円滑化

に必要な蓄電システムの評価手

法が確立されることを期待する。

国際標準化の面でも、各国で採用

が進んでいる自然エネルギーの

普及時の安全性評価手法の確立

で国際貢献が期待でき、関係者の

一層の奮起が望まれる。蓄電シス

テムのユーザーである電力会社

等の利用パターン（風力、太陽電

池、ほか）の情報収集も必要であ

る。 
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評点結果〔プロジェクト全体〕 

1.9

2.3

2.3

3.0

0.0 1.0 2.0 3.0

４．実用化等の見通し

３．研究開発成果

２．研究開発マネジメント

１．事業の位置付け・必要性

 

評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の位置付け、必要性 3.0 A A A A A A A 
２．研究開発マネジメント 2.3 A B A B B B B 
３．研究開発成果 2.3 A A B B B B B 
４．実用化等の見通し 1.9 B B B B B B C 
（注）A=3，B=2，C=1，D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 

 
 
〈判定基準〉 

 

(1)事業の位置付け、必要性について (3)研究開発成果について 
・非常に重要          →A
・重要             →B
・概ね妥当           →C
・妥当性がない、又は失われた  →D

・非常によい         →A
・よい            →B
・概ね妥当          →C
・妥当とはいえない      →D

(2)研究開発マネジメントについて (4)実用化の見通しについて 
・非常によい          →A
・よい             →B
・概ね適切           →C
・適切とはいえない       →D

・非常に明確         →A
・明確            →B
・概ね明確          →C
・見通しが不明        →D
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評点結果〔個別テーマ〕 

（１）実用化技術開発 

 

（２）要素技術開発 

 
（３）次世代技術開発 

 

1.7

2.3

0.0 1.0 2.0 3.0 

実用化の見通し 

研究開発成果

2.0

2.4

0.0 1.0 2.0 3.0 

研究開発成果

2.3

2.4

0.0 1.0 2.0 3.0 

実用化の見通し 

研究開発成果
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実用化、事業化の見通し



 

 
 

（４）共通基盤研究 

 
個別テーマ名と評価項目 平均値 素点（注） 

実用化技術開発 
１．研究開発成果 2.4 B A A A B B B
２．実用化、事業化の見通し 2.0 B B A B B B C
要素技術開発 
１．研究開発成果 2.4 A A B A B B B
２．実用化の見通し 2.3 B A A B B B B
次世代技術開発 
１．研究開発成果 2.3 A A B B B B B
２．実用化の見通し 1.7 B A B C B C C
共通基盤研究  
１．研究開発成果 2.4 A A A B B B B
２．実用化の見通し 2.3 A B A A B － C
（注）A=3，B=2，C=1，D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
 
〈判定基準〉 
 (１)研究開発成果について (２)実用化等の見通しについて 
・非常によい          →A
・よい             →B
・概ね適切           →C
・適切とはいえない       →D

・非常に明確         →A
・明確            →B
・概ね明確          →C
・見通しが不明        →D

2.3

2.4

0.0 1.0 2.0 3.0 

実用化の見通し

研究開発成果
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