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次世代蓄電システム実用化戦略技術開発 
「系統連系円滑化蓄電システム技術開発」基本計画 

 
新エネルギー技術開発部 

 
１．研究開発の目的・目標・内容 
（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

ルギー源であり、国の長期需給見通しでは、2030 年までに電力供給の 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、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 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 
なお、研究開発項目ごとの具体的な目標は、別紙の研究開発計画に示す。 
 

(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、現在、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おいて実施している

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。 
 
（３） 研究開発内容 
上記目標を達成するために、以下の研究開発項目について、別紙の研究開発計画に基づ

き研究開発を実施する。 
①実用化技術開発（MW 級大型蓄電システムの開発とシステムとしての性能実証） 
②要素技術開発（各種構成部材の高性能化・低コスト化技術開発とモジュールでの性能検

証） 
③共通基盤研究（新エネルギー対応蓄電システムに関わる基盤研究） 
④次世代技術開発（将来目標を目指した新規技術の開発） 

 
２．研究開発の実施方式 
（１）研究開発の実施体制 
本研究開発は、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技

術開発機構｣という。）が、単独ないし複数の原則、本邦の企業、研究組合、公益法人等の

研究機関（原則、国内に研究開発拠点を有していること。ただし国外企業の特別な研究開

発能力、研究施設等の活用あるいは国際標準獲得の観点からの国外企業との連携が必要な

場合はこの限りではない。）から公募によって研究開発実施者を選定し、共同研究契約等を

締結する研究体を構築し実施する。なお、研究開発項目①実用化技術開発についてはＮＥ

ＤＯ技術開発機構５０％負担の共同研究とし、それ以外の研究開発項目②～④は委託によ

り、それぞれ実施する。 
効率的な研究開発を推進するために、ＮＥＤＯ技術開発機構が委託先決定後に指名する

研究開発責任者（プロジェクトリーダー）を置き、その下で効果的な研究開発を実施する。 
 
（２）研究開発の運営管理 
研究開発全体の管理・執行に責任を有するＮＥＤＯ技術開発機構は、経済産業省及びプ

ロジェクトリーダー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。具体的には、必要に応じて、

ＮＥＤＯ技術開発機構に設置する委員会及び技術検討会等、外部有識者の意見を運営管理

に反映させる他、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こと等を行う。 
 
 



３．研究開発の実施期間 
本研究開発の期間は、平成１８年度から平成２２年度までの５年間とする。 

 
４．評価に関する事項 
ＮＥＤＯ技術開発機構は、技術的及び政策的観点から、研究開発の意義、目標達成度、

成果の技術的意義なら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

発の中間評価を平成２０年度に、事後評価を平成２３年度に実施する。なお、評価の時期

については、当該研究開発に係わる技術動向、政策動向や当該研究開発の進捗状況等に応

じて、前倒しする等、適宜見直すものとする。 
なお、研究開発項目④次世代技術開発については、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個別の研究課題毎の見直しを実施する。 
 
５．その他の重要事項 
（１）研究開発成果の取扱い 
①共通基盤技術の形成に資する成果の普及 
 得られた研究成果のうち、下記の共通基盤技術に係る研究開発成果については、ＮＥ

ＤＯ技術開発機構、実施者とも普及に努めるものとする。 
 (a)導入要件検討（規格化、安全要件等） 
 ・MW 級蓄電システムの実証試験方法 
 ・新エネルギー対応蓄電設備の寿命、効率等の性能評価方法 
 ・蓄電設備の認証に関する検討結果 
 ・大型定置式蓄電設備に関する安全要件 など 

 
②知的基盤整備事業又は標準化等との連携 
 得られた研究開発の成果については、知的基盤整備または標準化等との連携を図るため、

データベースへのデータの提供、標準情報（TR）制度への提案等を積極的に行う。 
 
③知的財産権の帰属 
委託研究開発の成果に関わる知的財産権については、「独立行政法人新エネルギー・産

業技術総合開発機構新エネルギー・産業技術業務方法書」第２６条の規定等に基づき、原

則として、すべて委託先に帰属させることとする。 
 
（２）基本計画の変更 
ＮＥＤＯ技術開発機構は、研究開発内容の妥当性を確保するため、社会・経済的状況、

内外の研究開発動向、政策動向、プログラム基本計画の変更、第三者の視点からの評価結



果、研究開発費の確保状況、当該研究開発の進捗状況等を総合的に勘案し、達成目標、実

施期間、研究開発体制等、基本計画の見直しを弾力的に行うものとする。 
 
（３）根拠法 
本プロジェクトは、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

１号イに基づき実施する。 
 
６．基本計画の改訂履歴 
（１）平成１８年８月、制定 
 



(別紙)研究開発計画 
 
研究開発項目① 実用化技術開発（MW 級大型蓄電システムの開発とシステムとしての性

能検証） 
 
１．研究開発の必要性 
 新エネルギー対応の定置式蓄電システムは、最終的にはウインドファーム規模の新エネ

ルギーの出力変動を吸収できる、３０MW 規模を実現する必要がある。そのためには、例

えば、１００Wｈ級の単セルを直並列に組み合わせて、モジュール、システムを構成し大容

量にする技術が必要である。大型化の実績がない新型の蓄電技術に関しては、大型化にお

いて、安全性や寿命管理上重要な多数のセルの充放電管理、温度管理、保守管理技術等を

早期に確立し、検証することが必要である。 
 
２．研究開発の具体的内容 
 風力発電や大規模太陽光発電などの新エネルギー用蓄電システムとして最小規模に当た

る、直流電圧 600V 級の１MW 級蓄電システムを構築して技術を実証する。そのため、以

下のような研究開発をＮＥＤＯ技術開発機構との共同研究（ＮＥＤＯ技術開発機構１／２

負担）として実施する。 
・ これまでに開発したセル、モジュール等の量産化技術の開発 
・ 安全に大型蓄電システムを構成するセル、モジュールの直列・並列技術の開発 
・ 大型蓄電システムの寿命確保のための保守管理技術、制御技術の開発  
・ 新エネルギー変動抑制運転のための SOC 管理技術の開発 など  
 

３．達成目標 
中間目標（平成２０年度第 3 四半期末） 
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。 

 
最終目標（平成２2 年度末） 

1MW 級の蓄電システムを構築し、試験設備等において 6 ヶ月以上の実証試験を行い、

安全性、運転効率等の条件の確保を確認し、コスト見通し、寿命を評価する。 
なお、評価方法、実証試験設備については平成２１年度末を目途に別途共通基盤研究に

おいて確立するものを適用する。 
 
 
 
 



 
研究開発項目② 要素技術開発（各種構成部材の高性能化・低コスト化技術開発とモジュ

ールでの性能検証） 
 
１．研究開発の必要性 
 新エネルギー対応の定置式蓄電システムの要件である、低コスト、長寿命を達成するた

めには、現状の蓄電技術に基づいた量産効果やシステム的な実用化技術だけでなく、セル

そのものの性能向上や、コスト低減をもたらす部材レベルでの技術開発が必要である。 
 
２．研究開発の具体的内容 
 低コスト／長寿命な蓄電技術確立のための、以下のような研究開発をＮＥＤＯ技術開発

機構からの委託研究（ＮＥＤＯ技術開発機構１００%負担）として実施する。 
また、早期に最終目標を達成した技術については、実用化技術開発に移行してモジュー

ル量産化研究及び実証を行うことも可能とする。 
・ 正・負極、セパレータ、電解質、集電体、モジュール管理用の回路システム等の構

成部材単位の性能向上、及び製造技術に関する研究開発 
・ 上記要素技術を反映した蓄電技術のモジュールレベルの試作と性能実証など  

 
３．達成目標 
中間目標（平成２０年度第 3 四半期末） 
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 NEDO 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

ルの構成単位となるセルレベルで達成する。 
 
最終目標（平成２２年度末） 
５～２０ｋW（放電レート１C 程度の条件のもと）程度のモジュールにおいて性能評価

を行い、開発目標のコスト、寿命を達成するものであることを確認する。 
なお、評価手法は、別途共通基盤研究において確立するものを適用する。 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
研究開発項目③ 共通基盤研究（新エネルギー対応蓄電システムに関わる基盤研究） 
 
１．研究開発の必要性 
 新エネルギー対応の蓄電技術は、これまで検討実績が少ない蓄電技術の応用分野であり、

蓄電システムの設計等に重要な標準的充放電パターンなど導入要件検討のための基礎デー

タの整備も遅れている。このため、新エネルギー対応の蓄電技術について、安全性の基準、

寿命評価の方法や、蓄電性能の評価方法も定まっていない。このような課題を解決するた

め、新エネルギー対応の定置式蓄電技術について共通基盤的検討を早急に行う必要がある。 
 
２．研究開発の具体的内容 
新エネルギー対応の蓄電システムに係る導入要件、性能評価方法の明確化を目指して、

新エネルギー対応蓄電システムの利用方法の精査、安全性、寿命評価の方法の検討等の、

共通基盤的な調査・研究等をＮＥＤＯ技術開発機構からの委託研究（ＮＥＤＯ技術開発機

構１００%負担）として実施する。なお、平成１９年度に委託先を公募し本格的な研究を実

施するが、その具体的な実施内容は、平成１８年度に基礎調査・検討を行った上で定める。 
・新エネルギー用蓄電技術のコスト、寿命、安全性、性能評価に関する評価方法の開発、

評価環境の整備 
・新エネルギー用蓄電技術の各種標準化に関する検討 
・実用化技術開発、要素技術開発、次世代技術開発で開発した技術を対象とする評価の

実践 など 
 
３．達成目標 
中間目標（平成２０年度末） 
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。 
それ以外については、基礎調査に基づき決定する実施テーマにつき、公募により研究開

発を行う中で、個別テーマ毎に設定する中間目標（提案者が公募時に提案し、採択決定後

に NEDO 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）を達成する。 
 
最終目標（平成２２年度末） 
平成２１年度末までに、蓄電技術に関するモジュール／システムレベルの評価方法を確

立すると共に、性能評価に必要な環境整備を行ったうえで、本プロジェクトで開発する蓄

電技術の評価に適用する。 
各種技術の標準化活動の成果をとりまとめ､国際認証機関への提案を目指す。 
 

 



研究開発項目④ 次世代技術開発（将来目標を目指した新規技術の開発） 
 
１．研究開発の必要性 
 ２０３０年段階で、量産時コスト１.５万円／kWh、２０年の寿命を達成する蓄電技術を

確立するためには、新しい材料の探査、セルそのものの概念の見直しが必要である。その

ため、蓄電技術に関して、実験室レベルの基礎研究の領域に踏み込んだ研究が極めて重要

であり、新しいアイデアを幅広くくみ上げ、アイデアの実現を支援する枠組みが必要と考

えられる。 
 
２．研究開発の具体的内容 
２０３０年時点での量産時コスト１.５万円／kWh、２０年の寿命を目指して、従来の概

念にとらわれない、低コスト、長寿命の蓄電技術の確立のために、新しい材料・構造・製

造方法等について探索的な研究をＮＥＤＯ技術開発機構からの委託研究（ＮＥＤＯ技術開

発機構１００%負担）として実施する。 
実施方法は、当初１年程度のフィジビリティスタディを行って、提案した実験方法による

データで想定した蓄電性能を検証する。結果を NEDO 技術開発機構が設置する委員会等で

評価し、次ステップとなる 2 年間のセルレベルでの研究への移行の可否を判断する。さら

に、評価によりセルレベルで顕著な成果が認められた研究については、モジュールレベル

の研究へ移行させる。 
・ 既存蓄電技術に関する新材料の探査と小型セルによる性能実証 
・ 新概念電池の小型セルの試作と実験による性能実証 など 

 
３．達成目標 
個別テーマの目標は、提案者が公募時に提案し、採択決定後に NEDO 技術開発機構と委

託先で協議のうえ実施計画に定める。 
なお、セルレベルの性能評価手法は、別途共通基盤研究において確立するものを適用する。 

 
 


