
1 

NEDO スマートコミュニティ部 
山本 雅亮 

TS-9  再生可能エネルギー  ～大量導入時代の課題と処方箋～ 

第2部 蓄電技術の活用 
～内外の事例からの示唆～ 
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NEDOが進めるスマートコミュニティ海外実証 
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  リヨン（仏） 
都市再開発に合わせた 
面的広がりのある 
コミュニティ全体のスマート化 

マラガ（スペイン） 
EVの充電誘導による 
電力システムへの 
負荷軽減を行ない、 
交通をスマート化 

ジャワ島（インドネシア） 
高品質の電力供給による 
工業団地のスマート化 

マウイ（米） 
EVの蓄電能力を活用し、
再エネの最大限の利用に
よる島のスマート化 

 ニューメキシコ（米） 
大規模PVが導入された 
電力システムのスマート化 

 マンチェスター（英） 
家庭の熱消費を削減し、 
これを束ねて 
電力システムをスマート化 
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世界のスマートコミュニティの動向 

出典） 株式会社東芝 
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 スマートコミュニティの中での蓄電池の位置付け 

需要家の負荷平準化 

風力発電変動対策 

太陽光発電の自家消費 
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 スマートコミュニティ関連の市場規模 

出典）世界スマートシティ総覧2012 日経BPクリーン テック研究所 
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  蓄電池を巡る世界の動向 
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2010年  カリフォルニア州は、電力網への電力貯蔵システム設置を推進す
る州法AB2514を成立。2013年 カリフォルニア州公益事業委員会（CPUC）
は、同州の3大ユーティリティ企業（PG&E社、SCE社、SDG&E社）に対し、
2024年までに1,325MWの電力貯蔵設備の導入を義務化。 

■ 米国 

■ 欧州 
EUでは、「20-20-20」に続いて、2030年に27%以上の再生可能エネルギー
導入を目標 → エネルギー貯蔵ニーズ 

 ドイツでは2013年の再生可能エネルギー発電量の比率は約24％。
また、2013年4月に風力発電と太陽光発電より電力容量の50％を越

える供給が記録。電力の太陽光発電の増加に伴い、固定買い取り価
格は電気料金より半分程度まで下落し、自己消費が有利に。 

 イタリアでは、一部地域で、昼間に太陽光発電の電力が消費できな
い状況。電力の買い取り手がいなくなる可能性がある。 



7 

  エネルギー基本計画 

  
1. 電気をさらに効率的に利用するためのコージェネレーションの推進や蓄電池

の導入促進 
 

    ～ 省 略 ～ 
 
(2) 蓄電池の導入促進 
 
   ～ 省 略 ～ 

 
  最近の安全性の向上や充放電効率の増加による性能向上によって、従来
の用途に加え、車載用、住宅・ビル・事業用等の定置用の用途へも広がりつ
つあるが、引き続き、技術開発、国際標準化等により低コスト化・高性能化を
図っていくことで、2020年までに世界の蓄電池市場規模（20兆円）の5割を国
内関連企業が獲得することを目標に、蓄電池の導入を促進していく。 

第4次計画（2014年4月） 第3章／第8節からの抜粋 
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 蓄電池の技術領域は広く、電池メーカと材料メーカを中心に多くの関係者が存在。     
これら関係者と技術開発のベクトルとスピード感を合わせることが重要。 

 NEDOは大学・研究機関の学識者及び産業界の専門家で構成される委員会を設置。

技術開発の方向性を関係者で議論し、「二次電池技術開発ロードマップ2013」を策定。 

NEDO二次電池技術開発ロードマップ2013 

 NEDO二次電池技術開発ロードマップ2013の一例（定置用） 
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 先進・革新的な蓄電技術の実用化により、我が国産業の競争力強化を図るため、

5つのナショナルプロジェクトを推進中 

応用技術開発 

 
リチウムイオン電池応用・実用化 
先端技術開発事業（H24-H28） 
 
材料・セル・モジュール開発（2/3助成） 
LIBの応用技術開発（1/2助成） 

基礎・基盤 
技術開発 

 革新型蓄電池先端科学基礎研究事業 ～RISING～（H21-H27）  
  

高度解析技術の開発と電池反応解析 
高信頼性電池に要求される材料特性の把握と開発指針の提示 
革新型蓄電池の開発 

要素技術開発  

 次世代蓄電池材料評価技術開発（H22-H26） 
電池材料の共通評価手法の確立（2/3助成） 

 
 

安全・低コスト 
大規模蓄電システム 
技術開発 （H23-H27） 
 

大型蓄電池の要素技術・システム 
  開発・実証（2/3助成） 
劣化診断技術開発（委託） 

＜車載用＞ ＜定置用＞ 
実用化/実証 

26fy 20億円 

26fy 31.6億円 

26fy 1.7億円 

26fy 25億円 

 先進・革新蓄電池材料評価技術開発（H25-H34） 
電池材料の共通評価手法の確立（委託） 

26fy 4.4億円 

 NEDOの蓄電技術開発事業 
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「革新型蓄電池先端科学基礎研究（RISING）」  

Research and Development Initiative for Scientific Innovation of New Generation Batteries 

 最先端の評価・分析技術をベースに、電池の基礎的な
反応原理・メカニズムを解明し、革新型蓄電の実現に向
けて基礎技術を確立する 

RISING放射光ビームライン（Spring-8） RISING中性子ビームライン（J-PARC） 

SPRING-8 及び J-PARCに蓄電池専用ビームラインを構築。 
世界で初めてリチウムイオン電池に用いる電極材料の詳細な充
放電メカニズムを解明。 
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「リチウムイオン電池応用・実用化先端技術開発」 
（車載用）  

 2020年代における次世代自動車の車載用蓄電池市場
での競争力強化のため、高性能、低コストなリチウムイオ
ン蓄電池を開発する 

電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車用の電池セル及び
モジュールを開発。 

各社開発の電池セル 
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「安全･低コスト大規模蓄電システム技術開発」 
（電力系統用） 

 2020年代における電力貯蔵市場での競争力強化のた
め、低コスト、長寿命で安全性の高い蓄電システムを開
発する 

沖縄県南大東島実証サイト 英国スコットランド実証サイト 

国内外の電力会社の実系統にて蓄電池を使った実証を実施。 
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「次世代蓄電池材料評価技術開発」 

各種電池材料 

 材料メーカと電池メーカの共通の指標となる材料の評価
技術を開発し、開発期間の短縮を図る 

「先進・革新蓄電池材料評価技術開発」 

・リチウムイオン電池材料の用途に則した特性評価が可能となる
共通的な性能評価手法を開発。 

新材料サンプル 

評価結果のフィードバック 

ラミネート型セル 
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米国・ニューメキシコ州におけるスマコミ実証 

NAS電池 LL鉛蓄電池 

エネルギーマネジメントシステム 

PV用インバータ 

1MWメガソーラ 

カドミウムテルルPV 



 ドイツ教育・研究省（BMBF）とのMOUに基づく研究者間の 
ワークショップ（WS）を開催 

  蓄電池分野の国際協力 

- 第1回WS  2010年10月27日（日本） 
- 第2回WS  2013年  9月18-20日（ドイツ） 
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 革新型蓄電池先端科学基礎研究（RISING）
において国際シンポジウムを開催 

- 第1回国際シンポジウム 2011年  9月16日 
- 第2回国際シンポジウム  2013年10月10日 
- 第3回国際シンポジウム 2014年11月22日 



出典）経済産業省資源エネルギー庁 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 新エネルギー小委員会 系統ワーキンググループ資料 

  主要国の再生可能エネルギーの発電比率  
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