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＜ＮＥＤＯ次世代自動車用蓄電池技術開発ロードマップ２００８について＞ 
 

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積極的に取り組んでいくこと

は極めて重要である。特に、エネルギー消費量の増加が著しい運輸部

門における石油依存度は、ほぼ１００％の状況であり、今後、エネルギ

ーの効率的な利用、石油代替エネルギーへの移行により、石油依存度

を低減していく必要性が指摘されている。それゆえ、石油依存度を低減

し、多様なエネルギーでかつ低環境負荷で走行することができるプラグ

インハイブリッド自動車、電気自動車、燃料電池自動車等の次世代クリ

ーンエネルギー自動車の開発、普及が期待されている。 

蓄電池技術は、省エネルギー、環境負荷低減、エネルギー供給の

多様化、新規産業創出等に資するプラグインハイブリッド自動車、

電気自動車、燃料電池自動車といった次世代自動車を実現するため

のキーテクノロジーであることから、米国、欧州、アジアにおいて、

次世代自動車用の高性能蓄電池の開発が国家レベルの支援を受け活

発化してきている。我が国では、政府の「第３期科学技術基本計画（２０

０６年３月閣議決定）」においては、「電源や利用形態の制約を克服する

高性能電力貯蔵技術」が戦略重点科学技術として選定されている。また、

「経済成長戦略大綱（２００６年７月財政・経済一体改革会議決定）」にお

いても、次世代自動車向け蓄電池や運輸エネルギーの次世代技術開

発が重点分野として位置付けられている。さらには、「Cool Earth－エネ

ルギー技術革新技術計画」において、プラグインハイブリッド自動車・電

気自動車、燃料電池自動車が重点的に取り組むべきエネルギー革新技

術として選定されるなど、政策的重要性が一段と増してきている。 

ＮＥＤＯ技術開発機構は、このような情勢の中で、現在、次世代

自動車の実用化に向け、リチウムイオン二次電池を中心とする蓄電

池技術開発事業並びに基準・標準等の基盤整備事業等の推進機関と

して産官学の協力の下で研究開発を実施している。一方、技術開発

事業を適切に推進するためには、常にステークホルダー（利害関係

者）間で「技術開発シナリオ」を共有し、それに沿って効率的、効

果的に実施する必要がある。そこで、わが国蓄電池技術開発におい

て取り組むべき技術課題を明確にし、ＮＥＤＯ技術開発機構の技術

開発の方向性を示すとともに、本分野における産官学の効率的かつ

的確な研究開発への取り組みを先導するための参考に供するために、

次世代自動車用高性能蓄電システム技術開発ロードマップ２００８

を策定することとした。また、新規なアイデアに基づく、従来技術

の延長線上にない独創的な材料系や電池系が今後の研究開発により

創出されることを強く期待する。
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＜はじめに＞ 
 

蓄電池技術は、省エネルギー、環境負荷低減、エネルギー供給の

多様化、新規産業創出等に資するプラグインハイブリッド自動車、

電気自動車、燃料電池自動車といった次世代自動車を実現するため

のキーテクノロジーである。我が国では、平成１８年８月に経済

産業省にてとりまとめられた「次世代自動車用電池の将来に向けた

提言」において、自動車用蓄電池のエネルギー密度、出力密度、コ

スト等の開発目標値が提言された。その中において、アクションプ

ランは改良フェーズ、先進フェーズ、革新フェーズの３つのフェー

ズに分けられている。図１に自動車用蓄電池の開発の方向性を示す。 

改良フェーズとは、２０１０年を目途に、主として用途限定コミ

ューター型電気自動車及び高性能ハイブリッド自動車の量産化を目

指すフェーズである。用途限定コミューター型電気自動車とは、２

人乗りで一回充電当たりの航続距離が８０ｋｍ前後の性能を持つ電

気自動車を、高性能ハイブリッド自動車とは、燃費性能が現状のハ

イブリッド自動車よりも約３割高いハイブリッド自動車を各々想定

している。前者は主として業務用の軽自動車の代替自動車として開

発されるものであり、後者はいわゆる第三世代ハイブリッド乗用車

を想定したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 自動車用蓄電池の開発の方向性 

（出典：経済産業省「次世代自動車用電池の将来に向けた提言」） 

 

先進フェーズとは、２０１５年を目途に、コミューター型電気自

動車（航続距離１５０ｋｍ程度、４人乗り）やプラグインハイブリ

ッド自動車を量産化することを目指すフェーズである。電気自動車
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の用途を業務用からコミューター型の乗用車にまで拡大すると同時

に、ハイブリッド乗用車の充電可能性を確保してそのエネルギー環

境性能を格段に引き上げることを目指すフェーズとも言える。また、

これらの自動車との並びで、燃料電池自動車の量産化も射程に入っ

てくることが想定される。 

革新フェーズは、２０３０年以降を念頭において、ガソリン自動

車並の走行距離を持つ本格的な電気自動車を量産することを目指し

たフェーズである。 

また、２００７年５月に安倍元総理のイニシアティブ「美しい星

５０（クールアース５０）」が発表され、世界全体の温室効果ガス

排出量を現状に比して２０５０年までに半減する」という長期目標

を提案した。この目標の実現は、従来の技術の延長では困難であり、

革新的技術の開発が不可欠である。このため、２０５０年を見通し

た上でエネルギー分野における革新的な技術開発の具体的な取り組

みのあり方について検討を進め、検討内容を取りまとめたものが

「Cool Earth－エネルギー革新技術計画－」である。図２に重点的

に取組むべきエネルギー革新技術を示す。 

エネルギー源毎に、供給側から需要側に至る流れを俯瞰しつつ、

効率の向上と低炭素化の両面から、ＣＯ２大幅削減を可能とする「２

１」技術が選定された（大幅削減を実現するには、既に実用化され

ている技術の改良と普及が重要であることは言うまでもないが、今

回の検討では、既存技術の延長線上にない、革新的な技術が検討の

対象とされた）。２０５０年の大幅削減に向けて、効果的、効率的

にエネルギー技術開発を推進するため、我が国が重点的に取り組む

べきエネルギー革新技術開発「２１」の課題の一つとして運輸部門

ではプラグインハイブリッド自動車・電気自動車が選定されている。

図３にプラグインハイブリッド自動車・電気自動車のロードマップ

を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 重点的に取組むべきエネルギー革新技術 

（出典：経済産業省「Cool Earth－エネルギー技術革新技術計画」） 
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図３ プラグインハイブリッド自動車・電気自動車のロードマップ 

（出典：経済産業省「Cool Earth－エネルギー技術革新技術計画」） 

 

ロードマップによると、プラグインハイブリッド自動車・電気自

動車用蓄電池に関しては、２０３０年には性能を現状の７倍まで向

上、価格を１／４０まで低減することを目指すとしている。一回充

電あたりの航続距離については、２０２０ 年で２００ｋｍ、２０３

０年で５００ｋｍ まで向上させることを目指す。また、飛躍的な航

続距離の拡大・低コスト化実現のためにはポストリチウムイオン電

池の開発の重要性が記述されている。 

現在、日本のＣＯ２排出量のうち運輸産門が２０％程度を占めてい

ることから、運輸部門でのＣＯ２削減は環境問題の解決に大きく寄与

できることがわかる。図４に日本の部門別ＣＯ２排出量を示す。 
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図４ 日本の部門別ＣＯ２排出量 

（出典：国立環境研究所データベース） 

 

電動車両によるWell to WheelのＣＯ２排出量については、水素・

燃料電池実証プロジェクト（ＪＨＦＣ）により報告されている。図

５に車両種類による１ｋｍ走行当りＣＯ２総排出量を示す。 

プラグインハイブリッド自動車は、電池を家庭用電源等の外部電

力で充電し、内燃機関と併用するハイブリッド自動車である。近距
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離は充電電力によるモーター駆動で走行することによって、走行条

件等にもよるが、ＣＯ２排出量は、ガソリン車の約１／２～１／３程

度に低減することが可能となる。 電気自動車は、従来の内燃機関の

かわりにバッテリーに充電した電力を動力源としてモーターで走行

する自動車で、ＣＯ２排出量はガソリン車の約１／４程度に低減する

ことが可能となる。また、原子力発電や再生可能エネルギー等の割

合の高い電力構成であれば、プラグインハイブリッド自動車・電気

自動車によりＣＯ２排出の大幅削減が可能となる。その他、夜間電力

により充電することで、電力負荷平準化といった効果も期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 車両種類による１ｋｍ走行当りＣＯ２総排出量 

（出典：ＪＨＦＣ資料に一部加筆） 

ＮＥＤＯ技術開発機構では、２００７年より次世代クリーンエネ

ルギー自動車の早期実用化を促進するため、「次世代自動車用高性能

蓄電システム技術開発（通称：Ｌｉ－ＥＡＤプロジェクト）」を開始

した。図６に「次世代自動車用高性能蓄電システム技術開発」の開

発目標値を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 「次世代自動車用高性能蓄電システム技術開発 

   （Ｌｉ－ＥＡＤプロジェクト）」の開発目標値 
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研究開発項目は、（１）「要素技術開発」、（２）「次世代技術開

発」、（３）「基盤技術開発」の３項目である。 

（１）「要素技術開発」は、「①電池開発」、「②電池構成材料及

び電池反応制御技術の開発」、「③周辺機器開発」にさらに細分

化されている。「①電池開発」では０．３ｋＷｈ級モジュールを

作製し、２０１５年を目途に、目標値の特性を有するリチウム

イオン二次電池の実用化を目指すための電池開発を行う。一方、

「②電池構成材料及び電池反応制御技術の開発」では小型実用

単電池を作製し、２０１５年以降での実用化を目途に、高性能

なリチウムイオン二次電池の構成材料の開発、電池反応制御技

術の開発、及び基本原理の解明などを行う。「③周辺機器開発」

は格段の高性能化（高効率化・軽量化・コンパクト化）に資す

るモーターや電池制御等の周辺機器の技術開発を行う。 

（２）「次世代技術開発」は、２０３０年頃において、パック

電池レベルで重量エネルギー密度７００Ｗｈ/ｋｇ以上という

革新的な性能を実現することを目指して、現状の技術レベルの

延長線上にない、経済性、性能面でのブレークスルーが期待で

きる新しいリチウム二次電池系の材料（正極、負極、電解質等）

や新しい電池系（Ｓ系電池、金属－空気電池等）の基礎研究開

発を実施する。本事業の終了時点で、重量エネルギー密度５０

０Ｗｈ/ｋｇを見通せることを目標とする。 

（３）「基盤技術開発」は、高性能蓄電池の実用化にあたって

は、安全性を確保するとともに標準化を進め、研究開発の効率

化を図ることが重要であることから、蓄電池における寿命予測、

耐久性、安全性試験方法の確立や標準化、技術開発の効率化につな

がる電池性能を向上させる因子の解明や反応メカニズムの解析手法

の確立等、基盤的な技術開発を行う。 

本事業では、次世代クリーンエネルギー自動車をターゲットとし

た研究開発を実施している。一方で、開発要素である高出力化技術

は、車載用途の電池に限られるものではなく、介護用機器・電動工

具など携帯型の高出力が要求される駆動用電源としての応用展開が

期待できる。また、高エネルギー密度化技術は、携帯電話・ノート

パソコンなど携帯型の高容量が要求される駆動用電源としての応用

展開が、長寿命化技術は定置型の電力貯蔵用やバックアップ電源な

ど長期耐久性が求められる用途への適用が可能である。 

本事業の研究開発成果が、次世代クリーンエネルギー自動車の早

期実用化の促進に資することはもちろんのこと、多くの波及効果を

もたらし、日本が本分野において今後も国際的に主導的な役割を果

たすことを期待している。 
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２０３０年以降２０３０年頃

（8kWh、160万円）

２０２０年頃

次世代自動車用蓄電池技術開発ロードマップ２００８
～プラグインハイブリッド自動車（PHEV）、電気自動車（EV）の普及へ貢献～

２０１５年頃２０１０年頃
現在

（2008年度末時点）

普及期

普及期

普及初期

700 Wh/kg
1000 W/kg

約5000円/kWh

蓄電池の用途

出力密度重視型
蓄電池

エネルギー密度重視型
蓄電池

普及初期

社会実証 普及初期

普及期社会実証 普及初期

EVの走行距離例*
（電池搭載重量を80kg,

電池利用率100％とした場合)
80kg

56kWh, 28万円

次世代HEV用

PHEV用

一般コミューター型EV用

本格的EV用

PHEV用電池搭載例*
（走行距離を2015年頃まで15km、

2020年頃まで30km、
電池利用率60％とした場合）

搭載重量：
容量、コスト：2.5kWh, 50万円 2.5kWh, 25万円 2.5kWh, 7.5万円

技術実証

技術実証

長期的基礎・長期的基礎・
基盤技術の強化基盤技術の強化

課
題
と
な
る
要
素
技
術

リチウムイオン二次電池（LIB） 先進LIB

現行（ｽﾋﾟﾈﾙMn系 他） 高容量化（酸化物固溶体系 他） 高電位化（ﾌｯ化ｵﾘﾋﾞﾝ系 他）

革新LIB 革新的蓄電池

現行（LiPF6/EC混合溶媒系 他） 耐電圧性・難燃性（有機系） 高耐電圧性（ｲｵﾝ液体系 他）

現行（炭素系） 高容量化（炭素系） 高容量化（Li合金系 他）

金属－空気電池

ﾌﾞﾚｰｸｽﾙｰが必要

電気化学的アプローチによる界面の反応メカニズム・物質移動現象、熱的安定性の解明、
劣化メカニズムの解明、量子ビーム等を用いた「その場観察」技術・電極表面分析技術の開発、等

正 極

負 極

電解液

新電池材料組合せの 適化/寿命予測の高精度化/急速度充電対応/
界面抵抗低減/低温などの耐環境性向上/安全性の確保/低コスト化 等電池化技術

全固体電池

多価ｶﾁｵﾝ電池

電極/電解質界面の
高度な制御 等

等

蓄電池の概要

＊～2020年頃までは電費を10km/kWh、2030年頃～は電費を12km/kWhとして走行距離を算出

技術実証

200 Wh/kg
2500 W/kg
約2万円/kWh

100 Wh/kg
2000 W/kg

約3万円/kWh

70 Wh/kg
2000 W/kg

約10万円/kWh

エネルギー密度：70 Wh/kg
出力密度：1800 W/kg
コスト:約20万円/kWh

36kg 25kg

500 Wh/kg
1000 W/kg

約1万円/kWh

250 Wh/kg
1500W/kg

約2万円/kWh

150 Wh/kg
1200 W/kg

約3万円/kWh

100 Wh/kg
1000 W/kg

約10万円/kWh

エネルギー密度：100 Wh/kg
出力密度：400W/kg

コスト：約20万円/kWh

30km

80kg
20kWh, 40万円

80kg
12kWh, 36万円8kWh, 80万円

搭載重量：
容量、コスト：8kWh, 160万円

80kg
40kWh, 40万円

15km

技術実証

5kWh, 10万円

80kg
670km480km200km120km80km走行距離：

走行距離：



＜解説（概要版）＞ 
 

・ 「概要版」は、次世代自動車用蓄電池の技術開発の方向性を、エネルギー密度、出力密度、コストを指標として示したものである。目標

値としては、平成１８年８月に経済産業省で取りまとめられた「次世代自動車用電池の将来に向けた提言」での提言値を中心に用いた。

次世代ハイブリッド（ＨＥＶ）並びにプラグインハイブリッド（ＰＨＥＶ）用蓄電池を「出力密度重視型蓄電池」、一般コミューター型

電気自動車（ＥＶ）並びに本格的電気自動車（ＥＶ）用蓄電池を「エネルギー密度重視型蓄電池」として分類した。特に、「エネルギー

密度重視型蓄電池」については、ＮＥＤＯにおいて２０２０年頃、２０３０年頃について自主的な目標値を定めることで開発目標をより

明確にした。また、蓄電池の技術開発に関するロードマップではあるが、プラグインハイブリッド自動車並びに電気自動車に蓄電池を搭

載した際に想定される、走行距離、蓄電池重量、蓄電池容量、コストを示すことで、蓄電池の技術開発の自動車の性能向上へ与える影響

がつかめるようにした。また、蓄電池のよりいっそうの性能向上のための「課題となる要素技術」として、リチウムイオン二次電池（Ｌ

ＩＢ）については、正極材料、負極材料、電解質材料、電池化技術を、革新的蓄電池については、飛躍的なエネルギー密度の向上が期待

されている電池系について記載した。また、長期的に取り組むべき基礎・基盤技術については「長期的基礎・基盤技術の強化」として記

載した。 

 

＜１．自動車用蓄電池開発の課題＞ 

自動車用蓄電池は、高エネルギー密度、高出力密度、低コストに

加えて、１０年以上に及ぶ耐久性が必要とされているため、蓄電池

に要求される性能としては非常に厳しいものとなっている。また、

安全性も重要な課題であり、これら全てを満たす蓄電池として、ハ

イブリッド自動車ではニッケル水素蓄電池、一般コミューター型電

気自動車ではリチウムイオン二次電池が実用化されてきている。 

電池の運用条件としては、現状のハイブリッド自動車では、ＳＯ

Ｃ５０％を中心に±１５～２０％程度の幅で運用している。しかし、

次世代自動車として考えられているプラグインハイブリッド自動車

では、走行始動時は電気走行となるため、走行距離を伸ばすために

は、満充電状態からの運用となる。また、ＳＯＣ５０～３０％以下

からは、ハイブリッド走行となる。このような運用では、今までの

ハイブリッド自動車用蓄電池に要求される特性に加えて、 
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・ 高ＳＯＣ（満充電）状態での劣化抑制と高入力特性 

・ 低ＳＯＣ（ＳＯＣ３０％程度）での出力特性向上 

・ 幅広いＳＯＣ運用での耐久性向上 

が要求されるため、電極や電解質の材料ベースでの根本的な解決が

必要である。  

一方、電気自動車への利用では、出入力密度向上も大切であるが、

一回充電当たりの航走行距離を伸ばすことがより重要であり、高エ

ネルギー密度化が優先課題となる。ガソリン自動車並となると、５

００～７００ Ｗｈ／ｋｇが必要になる。さらに、ガソリン自動車並

みの利便性追求のためには、短時間での充電が必要となり、１／１

０～１／２０時間率（１０～２０Ｃ）での充電が要求され、高入力

特性が必要となる。このような電池の開発には、以下の課題の解決

が望まれる。 

・ 高エネルギー密度化のための電極、電解質材料科学の構築 

・ 出入力特性向上に向けた電池反応速度の向上と電池構成技術（合

剤電極構造設計、薄膜化、端子取り出し方法など）の開発 

車載用においては、移動体であること、限定された空間内での設

置が想定されることから、高エネルギー密度と高出力密度が重視さ

れる。もちろんコストも重要な要素ではあるが、性能向上の達成が

より重要であり、エネルギー密度及び出入力密度重視型の開発と位

置づけられる。 

＜２．概要版解説＞ 

【２―１．蓄電池の用途についての考え方】  

・ 蓄電池の用途として「出力密度重視型蓄電池」、「エネルギー密度

重視型蓄電池」の２つに分類して記載している。次世代ハイブリ

ッド自動車、プラグインハイブリッド自動車はモーター駆動とエ

ンジン駆動の両方を併せ持っているため、モーター駆動のみの電

気自動車に比べると必然的に電池の搭載量が少なくなる。一方、

少ない電池量でエンジン駆動と同等程度のモーター駆動力を得

るためには、電池には高い出力が求められる。そのため、プラグ

インハイブリッド自動車をはじめとするハイブリッド自動車に

は「出力密度重視型蓄電池」が必要となる。一方、電気自動車の

場合、長距離走行をするため、プラグインハイブリッド自動車と

比べて多くの電池を搭載することで総電力量を大きくする必要

がある。そのため、電気自動車用蓄電池には高いエネルギー密度

を示す「エネルギー密度重視型蓄電池」が必要となる。 

・ 現行のプリウス、インサイト等のハイブリッド自動車ではニッケ

ル水素蓄電池を搭載しているが、本ロードマップの作成に当たっ

ては、次世代ＨＥＶ、ＰＨＥＶ、ＥＶといういわゆる「次世代自

動車」への搭載が期待されているリチウムイオン二次電池、さら

にはその先にある革新的電池を車載用蓄電池として想定してい

る。 
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【２―２．性能・コスト目標設定の考え方】  

・ 蓄電池のエネルギー密度、出力密度、コストの目標値については、

平成１８年８月に経済産業省にて取り纏められた「次世代自動車

用電池の将来に向けた提言」の目標値を採用している。  

・ 平成１９年度から始まったＮＥＤＯ委託事業「次世代自動車用高

性能蓄電システム技術開発（通称：Ｌｉ－ＥＡＤプロジェクト）」

の「次世代技術開発」において、「２０３０年頃において、パッ

ク電池レベルで重量エネルギー密度７００Ｗｈ／ｋｇ以上とい

う革新的な性能を実現することを目指し、本事業の終了時点（２

０１１年度末）で、重量エネルギー密度５００Ｗｈ／ｋｇを見通

せる電池構成材料及び電池反応制御技術の開発」という開発目標

を掲げている。これを踏まえて、「エネルギー密度重視型蓄電池」

については、開発目標をより明確にするために２０２０年頃、２

０３０年頃についてＮＥＤＯで自主的な目標値を定めた。 

・ 次世代自動車の普及までのフェーズとしては技術実証、社会実証、

普及初期、普及期とした。次世代ＨＥＶ用に関しては、既にニッ

ケル水素蓄電池を搭載したＨＥＶが市場に導入されていること

から、技術実証がなされれば市場投入されることが想定されるた

め、技術実証→普及初期のフェーズで移行するものとした。また、

ＥＶ用に関しては、一般コミューター型ＥＶにおいてインフラ整

備等も含めた社会実証がなされれば、蓄電池のエネルギー密度の

向上が図られることで市場投入されることが想定されるため、本

格的ＥＶについては、技術実証→普及初期のフェーズで移行する

ものとした。 

 

【２―３．電池搭載時の自動車の性能についての考え方】  

・ 「ＰＨＥＶ用電池搭載例」として、２０１５年頃までは１５ｋｍ、

２０２０年頃までには３０ｋｍを電気エネルギーで走行する場

合に必要となる電池搭載重量、電池搭載容量及び電池コストを記

載した（電池利用率は６０％、電費を１０ｋｍ／ｋＷｈと仮定）。

また、「ＥＶの走行距離例」として、電池の搭載重量が８０ｋｇ

の場合の走行距離、電池搭載容量及び電池コストを記載した（電

池利用率は１００％、２０２０年頃までは電費を１０ｋｍ／ｋＷ

ｈ、２０３０年頃以降は電費を１２ｋｍ／ｋＷｈと仮定）。電費

については、「次世代自動車用電池の将来に向けた提言」に基づ

くものである。 

・ 今後、車両軽量化、モーターを含む駆動系の効率向上等、電池以

外に起因する自動車側の技術開発により、電費の向上が期待され

る。また、設計の大幅な変更等により、蓄電池の搭載重量等が将

来的には大きく見直される可能性もある。ただ、本ロードマップ

はあくまで蓄電池技術開発のためのものであることから、自動車

そのものの技術開発に伴い将来発生するであろう蓄電池への要
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求性能等の変更等については現段階では考慮していないことを

記しておく。 

 

【２―４．蓄電池の課題となる要素技術についての考え方】  

・ 蓄電池としては、２０２０年まではリチウムイオン二次電池を、

２０３０年以降は革新的蓄電池を想定した。さらには、蓄電池の

よりいっそうの性能向上のための「課題となる要素技術」として、

リチウムイオン二次電池については、正極材料、負極材料、電解

質、電池化技術を、革新的蓄電池については、飛躍的にエネルギ

ー密度等の向上が期待されている電池系を記述した。材料毎に

様々な課題はあるものの、概要版への記載に当たっては目標達成

のための 重要課題を記載することとし、その他の課題について

は、詳細版に記載することとした。電池構成材料の高性能化はも

ちろんであるが、電池化技術も重要な要素技術として位置づけら

れる。また、長期的に取り組むべき基礎・基盤技術については、

「長期的基礎・基盤技術の強化」として記述した。 

 

 

 

 

 

＜３．ロードマップの補足説明＞ 

【３―１．米国の自動車用蓄電池の開発目標値について】  

米国における様々な自動車用のエネルギー貯蔵技術に関する 新

の要件は、「２００８年度エネルギー貯蔵技術研究開発経過報告書

（FY2008 Progress Report for Energy Storage Research and 

Development）」で公開されている。プラグインハイブリッド自動車

用エネルギー貯蔵デバイスの目標値・条件としては、High 

Power/Energy Ratio Battery と High Energy/Power Ratio Battery

を定めている。米国におけるプラグインハイブリッド自動車の電気

エネルギーによる走行距離の目標値として、High Power/Energy 

Ratio Batteryでは１０マイル（１６ｋｍ）、High Energy/Power Ratio 

Batteryでは４０マイル（６４ｋｍ）が設定されている。詳細につい

ては、米国先端電池研究組合（ＵＳＡＢＣ）のホームページ上で公

開されている。一方、日本でもＮＥＤＯの次世代自動車用蓄電シス

テム技術開発（Ｌｉ－ＥＡＤプロジェクト）で２０１５年の実用化

を目指したプラグインハイブリッド自動車用モジュール電池開発を

実施している。表１にプラグインハイブリッド自動車用蓄電池の日

米での開発目標値を比較したものを示している（米国の目標値は

High Power/Energy Ratio Battery での値を用いている）。米国と日

本の目標値では指標が違うため、日本の目標値を米国の目標値に換

算することで比較した。その結果、基本的には目標とする性能に日
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米では大差がないこと、ただ、日本の方がより高出力でコンパクト

化を指向していることが示唆された。 

 

表１ プラグインハイブリッド自動車用蓄電池の日米での開発目標

値の比較（出典：ＵＳＣＡＲ資料よりＮＥＤＯ試算） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)日本のEV走行距離については、電費をプリウスの7.6km/Whとして計算。 

2) 90-25%SOCをEV走行利用範囲と仮定して、米国のパック容量及び日本の

EV走行可能容量を逆算 

3)為替レートは1$=96.26円（2009/5/19）で計算 

4)エネルギー密度、コストの算出は、パック容量を前提に計算 

【３―２．日本の電動車両等の性能について】 

電気自動車に関しては、リチウムイオン二次電池の性能向上を背

景に、主としてコミューター型の電気自動車の市場投入についてプ

レス発表等がされてきている。例えば、三菱自動車では４人乗り電

気自動車「ｉＭｉＥＶ」を、富士重工業では２人乗り電気自動車「Ｒ

１ｅ」並びに４人乗り電気自動車「プラグイン ステラ」を開発した。

一方、プラグインハイブリッド自動車に関しては、トヨタが新型プ

リウスをベースにリチウムイオン二次電池を搭載したプラグインハ

イブリッド自動車を２０１０年までに販売開始するとの公表がなさ

れている。表２に電気自動車とプラグインハイブリッド自動車の仕

様例を示す。但し、プラグインハイブリッド自動車に関してはニッ

ケル水素蓄電池を搭載した現行モデルについて示した。 

電気自動車の走行距離に関しては、「ｉＭｉＥＶ」（三菱自動車）

では総電力量１６ｋＷｈのリチウムイオン二次電池を積載しており、

一回充電で１６０ｋｍの走行が可能となる。一方、「Ｒ１ｅ」並びに

「プラグイン ステラ」（富士重工業）では、総電力量約９ｋＷｈの

リチウムイオン二次電池を積載しており、一回充電で８０ｋｍの走

行が可能となる。これらの値から、電費を計算すると、「ｉＭｉＥＶ」

では約１０ｋｍ／ｋＷｈ、「Ｒ１ｅ」並びに「プラグイン ステラ」

では約９ｋｍ／ｋＷｈとなる。「概要版」において、２０２０年まで

は１０ｋｍ／ｋＷｈ、２０３０年では１２ｋｍ／ｋＷｈの電費でプ
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ラグインハイブリッド自動車並びに電気自動車のＥＶ走行距離を換

算しているが、概ね妥当な値を用いていることがわかる。また、プ

ラグインハイブリッド自動車の走行距離に関しては、総電力量２．

６ｋＷｈのニッケル水素蓄電池を積載しており、一回充電で１３ｋ

ｍのＥＶ走行が可能となる。 

 

表２ 電気自動車とプラグインハイブリッド自動車の仕様例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、蓄電池に関しては、モジュール電池でリチウムエナジージ

ャパンでは約１００Ｗｈ／ｋｇ（５０Ａｈ級）、オートモーティブエ

ナジーサプライでは約８６Ｗｈ／ｋｇ（２１Ａｈ級）の値を示して

いる。これらの値は、エネルギー密度型蓄電池の現在のエネルギー

密度の１００Ｗｈ／ｋｇと良い対応を示している。表３に電気自動

車用蓄電池の仕様例を示す。 

 

表３ 電気自動車用蓄電池の仕様例 
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【３―３．リチウムイオン二次電池の作動原理について】  

 現在、活用されている蓄電池には、一般自動車用バッテリーに使

われている鉛蓄電池、人工衛星の主力電源でもあるニッケルカドミ

ウム蓄電池（ニッカド電池）、乾電池型蓄電池や現行のハイブリッ

ド自動車に搭載されているニッケル水素蓄電池、身近なところでは

携帯電話やノートパソコンなどに利用されているリチウムイオン二

次電池などがある。リチウムイオン二次電池はこれらの電池の中で

も、 も多くのエネルギーを蓄えることができる電池である。 

 図７にリチウムイオン二次電池の作動原理について示す。リチウ

ムイオン二次電池は、充電時にリチウムイオンが正極から電解質を

通って負極へ移動することで、電気エネルギーを化学エネルギーに

変換して蓄電し、逆に放電時には負極から電解質を通って正極へリ

チウムイオンが戻ることで電気エネルギーを発生させる。現在、モ

バイル機器用のリチウムイオン二次電池においては、正極材料とし

ては、リチウム、コバルトを含んだものが、負極材料としてはグラ

ファイトなどの炭素材料が主に用いられている。電極反応式として

示すと（式１）のようになる。充電時には右から左に反応が進行し、

放電時には左から右に逆反応が進行する。 

 

（式１） 正極：Li1-xCoO2 + xLi
+ + xe- ⇔ LiCoO2 

負極：LiC6 ⇔ 6C + Li+ + e- 

 エネルギー密度が大きくかつ作動電圧が高いことから機器の小型

軽量化が実現でき、メモリー効果が小さいため継ぎ足し充電が可能

という利点を有している。一方、充放電を監視する保護回路が必要

となること、保存特性がニッケル水素蓄電池より劣るとの問題も指

摘されている。現在、電気自動車やプラグインハイブリッド自動車

の電源として、より安く、より多くのエネルギーが蓄えられるよう

新規材料開発等が進められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ リチウムイオン二次電池の作動原理について 

 

－１６－ 

放電

充電
e-

Li+

e-

Li+導電性電解質

（液体）

カ
ー
ボ
ン
材
料

（負
極
）

酸
化
物
材
料

（正
極
）

放電

充電

Li+

液体 固体固体



【３―４．自動車用蓄電池の運用方法について】  

 ハイブリッド自動車は主に電気モーター、二次電池、インバータ

ーによって構成されるハイブリッドシステムを内燃機関に組み合わ

せた自動車であり、①ブレーキ時のエネルギー回生が可能、②負荷

変動に伴う効率の変化が少ないといった電気自動車の長所と、①エ

ネルギー密度の高い液体燃料を使用でき、②低コストで長期信頼性

が証明されている内燃機関自動車の長所を組み合わせて利用した技

術である。さらに、プラグインハイブリッド自動車では、走行始動

時から一定距離を電気走行するため、燃費の更なる向上、ＣＯ２排出

量の更なる削減が可能となる。一方、電気自動車では内燃機関が存

在せず、液体燃料と比べてエネルギー密度の低い蓄電池を利用する

ため、一回充電当たりの走行距離を伸ばすことがより重要となる。

そのため、ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車、

電気自動車の順番で自動車に搭載する蓄電池の容量は大きくなる。 

また、搭載する蓄電池の容量のみならず、各自動車により電池の

運用方法が異なっている。図８にリチウムイオン二次電池の電動車

両での運用例を示す。現状のハイブリッド自動車では、ＳＯＣ５０％

を中心に±１５～２０％程度の幅で、運用している。プラグインハ

イブリッド自動車では、走行開始時は電気走行となるため、走行距

離を伸ばすために、ＳＯＣ９０％状態からの運用となるが、ＳＯＣ

５０～３０％以下からは、ハイブリッド走行となる。一方、電気自

動車では、一回充電当たりの走行距離を伸ばすことがより重要であ

り、ＳＯＣ１００％状態からＳＯＣ０％までの幅広い運用となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８ リチウムイオン二次電池の電動車両での運用例 
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ＮＥＤＯ次世代自動車用蓄電池技術開発 
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＜解説（材料・電池技術マップ）＞ 
 

・ 「材料・電池技術マップ」は、現在実用化されているもの、研究開発が行われているものを中心としてまとめたものである。リチウムイ

オン二次電池としては、正極材料、負極材料、電解質材料毎にまとめたものであり、革新的蓄電池としては飛躍なエネルギー密度等の向

上が期待されている電池系についてまとめたものである。また、リチウムイオン二次電池の理論限界を打ち破るエネルギー密度の飛躍的

な向上のためには、従来材料の延長線上にない、新規なアイデアに基づく独創的な材料系や電池系の創出も強く望まれている。また、各

材料並びに電池系の詳細な特徴については、詳細版を参考にされたい。 

 

＜１．電池系からみた開発の課題＞ 

（Ａ）インサーション型リチウムイオン電池の実用化  

現行のリチウムイオン二次電池をベースに、組電池化を前提とし

た更なる性能向上、低コスト化の取り組みが必要となる。現行の大

型リチウムイオン二次電池を、安全性を確保しながら如何にエネル

ギー密度と出入力密度を向上させつつコストを低減するかがポイン

トとなる。１）安全性、２）高容量化、３）高出力化、４）組電池

化、５）低コスト化、６）資源的及び環境負荷の低減、７）インフ

ラが課題となる。 

（Ｂ）リチウム電池の新規技術による高性能化  

さらに、電池電力貯蔵の利用幅を広げるには、上記（Ａ）では到

達できない高いエネルギー密度及び低コスト化を実現しうる電池構

成材料の開発が望まれる。特に、電位窓の拡張は高エネルギー密度

化に直結する。現在、有機電解質の高耐電圧化、イオン液体、固体

高分子、無機固体電解質、電極活物質の表面改質による界面反応制

御などの方向で開発が進められている。一方、二次電池の多様な用

途への利用のためには、高出力化（電池内部抵抗の低減）が望まれ

る。そのためには、電池反応の高速化とイオン伝導性の向上、電極

活物質の電子伝導性向上（導電助材との接合技術改善技術開発も含

む）に加えて、高電圧化も有効である。１）電池反応の高速化、２）

高イオン伝導性材料、３）電位窓の拡張、４）負極の高容量化・高

出力化・低コスト化、５）正極の高容量化・高出力化・低コスト化

が課題となる。 

（Ｃ） 新規な電池系による大幅な高性能化  

上記（Ｂ）においても達成不可能な高いエネルギー密度と低コス

ト化の達成を目指す技術開発テーマである。ポストリチウムイオン
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二次電池も含めて考える必要があるが、当面の開発の方向としては、

高エネルギー密度でかつ安価な元素であることが望ましく、現在の

インサーション型の酸化物などとは異なる酸化還元反応を伴う材料

に着目することになる。例えば、硫黄系化合物の活物質としての活

用（Li/S電池の実現や金属リチウム負極を用いた電池等、大容量の

正極及び負極材料の探索を行うこと）が必要となるであろう。 

 

＜２．ＬＩＢ正極材料の技術マップ＞ 

【２―１．材料開発の流れと現状】  

金属リチウムが安全性などの観点から負極としての実用化が困難

であったため、リチウムイオン二次電池においては、負極にリチウ

ムを含まない黒鉛系炭素材料が採用され、正極にはリチウムを含む

３ｄ遷移金属酸化物の一つであるコバルト酸リチウムが採用された

ため、リチウムイオン二次電池においては、正極がリチウムイオン

の供給源となる。 

正極の有するリチウム量のうち、充放電時に活用しうるものが電

池容量に関係し、充放電時の正極と負極の電位差が電池電圧に関係

する。 

現在民生小形用リチウムイオン二次電池に用いられているコバル

ト酸リチウム（LiCoO2）は、電極密度が高くとれること、電圧が高い

こと、充放電効率が極めて高いことなどから理想的な正極材料の一

つであるが、コバルト資源が希少であり、しばしば原料価格が乱高

下することから、車載及び定置用の大型リチウムイオン二次電池用

には他の正極材料が検討されている。現在、代替正極材料候補とし

て検討されているのは、ニッケル酸リチウム（LiNiO2）、マンガン酸

リチウム（LiMn2O4）、ニッケル-マンガン-コバルト系酸化物

（LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2）などである。 

LiNiO2は高温で酸素を容易に解離させること、充電後に電解液と反

応性が高いことが問題であるが、Co、AlやMnなどの他の元素を導入

して欠点はある程度克服されつつある。酸素解離が起こりにくくて

安全性にメリットがあるLiMn2O4は、高温サイクル時のMn溶解の問題

を抑制する検討がなされている。 

さらに、極めて酸素解離が起こりにくくて安全性の点で優位性が

高く、かつ、出入力特性に優れる複合粉体を合成できる非酸化物系

のオリビン型リン酸鉄リチウム（LiFePO4）は有力な正極である。ま

た、電池系内へ水が侵入した場合にH2Sを発生する潜在的危険性を持

つ問題はあるが、硫黄系化合物（Li2S）等の正極材料も検討されてい

る。 

 

【２－２．各種候補材料の特徴】  

表４に各種正極材料の現状と課題を示す。正極材料の高容量化・

高エネルギー密度化のためには、化学式あたりに含まれるリチウム
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量が多い化合物の選択とそれらを十分に活かすための組成・粉体特

性等の 適化が必要である。さらに高いエネルギー密度が期待でき

る硫黄系正極も検討の余地がある。 

正極材料の高出力化には、微粒子化とその充填方法、合剤電極層

の設計のし易さ、活物質への電子伝導性の付与、正極活物質と導電

材との接合技術などの視点からの検討が必要である。 

正極材料の低コスト化のためには、Coフリー正極の開発と鉄、マ

ンガン、チタン等の資源的に豊富で安価な元素を 大限に活用した

正極材料開発が重要となる。 

寿命・安全性向上には、正極表面での電解液の分解反応抑制が必

要で、バルク組成の 適化に加えて、表面修飾法などの検討を進め

る必要がある。また比較的低い上限電圧（４Ｖ以下）で充放電可能

で、かつ、高温になっても酸素を解離させないリン酸鉄リチウム

（LiFePO4）の活用も、長寿命化・安全性の観点から有望である。 

組電池での安全性を考慮した場合、充放電曲線が電圧に対して傾

きを有しつつ直線的に変化する正極材料は、各電池のＳＯＣの把握

が容易となるため重要である。 

より高いエネルギー密度を目指すには、高い作動電圧と高容量な

材料が必要となり、Li+の拡散パスの維持に配慮した材料の構造を充

放電時に保持する材料設計が必要となる。なお、硫酸化物やリン酸

化合物は、酸化物に比べてエネルギー密度の点で不利であるが、安

全性の点で有利であるので、充填密度向上のための技術開発によっ

てその不利をある程度克服できる。一方、ここで述べた正極材料の

延長線上にない、新規なアイデアに基づく独創的な材料系の創出も

強く望まれている。 

 

表４ 各種正極材料の現状と課題 

材料系 信頼性・ 

安全性向上

更なる高エネ

ルギー密度化

長寿命

化 

低コスト

化 

LiNi1-xCoxO2系 △  ○  △  △  

LiNi0.5Mn0.5O2 系

（含NMC系）  

○  △  △  ○  

リン酸鉄リチウ

ム系（LiFePO4）

○  ×  ○  ○  

Li2MO3-LiMO2系 ○  △  △  ○  

Li2S、S系 △  △  △  ○  

○：メリット有り、△：開発要素有り、×：解決は困難 

 

【２－３．ロードマップの補足説明】 

・ リチウムイオン二次電池の正極材料の課題としては、「高容量化」、

「長寿命化」、「低コスト化」、「安全性向上」が挙げられる。 

・ 正極材料の技術マップについては、負極材料の技術マップとの比

－２６－ 



較が容易に行えるよう、どちらも横軸を活物質重量当たりの容量

密度（Ａｈ／ｇ）、縦軸をLi/Li+に対する電位（Ｖ）で統一した。 

・ エネルギー密度等高線は、［金属Li基準の平均電圧×正極活物質

のみの容量密度］を示す。 

・ 正極材料については、現状の有機電解液を使用する場合、電位の

高い領域では電解液との反応が起こってしまい、容量の低下等に

より長期寿命を実現できなくなる。本マップにおいては、電解液

との反応が生じていると考えられる約４Ｖ以上において網掛け

をすることで電解液との反応の存在を示している。 

・ 理論容量とは、結晶構造、遷移金属の価数等を考慮することで組

成式からリチウムを 大限に脱離したときに計算より得られる

容量を意味する。また、現行技術レベルは文献等を参考に得られ

た代表的な値をプロットしている。 

・ 原則としては、リチウムを含有する状態での理論容量についてマ

ップ上にプロットしている。ただし、バナジウム系の一部、硫黄

系材料等についてはリチウムを含有していない状態での理論容

量についてプロットしている。 

 

 

 

 

＜３．ＬＩＢ負極材料の技術マップ＞ 

【３－１．材料開発の流れと現状】 

リチウムは、元素の中でもっとも卑な酸化還元電位（標準水素極基準

で－３．０４５V)を持ち、さらに比重が固体の単体中で も小さい（ｄ = 

０．５３４）ため、１９５０年代末に米国で軍事・宇宙開発用高性能一次電

池の負極として提案され、１９７６年には我が国において、正極にフッ化

黒鉛を用いた世界で 初の民生用リチウム一次電池が実用化された。

リチウムは反応性が高く、水を直ちに還元分解するので水溶液系の電

池では用いることはできないが、適当な有機電解液を用いると、リチウ

ムの表面は電解液との反応生成物からなる不動態被膜に覆われ、電

解液中での保存・反応が可能となる。有機電解液を用いることで、水溶

液系では使用困難な低温領域若しくは高温領域でも使用できるという特

徴を合わせ持つ。 

続いて、高性能一次電池として実用化されたリチウム一次電池の二

次電池化が強く求められたが、一次電池には見られなかったリチウム

金属負極に起因する問題点があり、リチウム金属負極による二次電池

は本格的な実用化には至っていない。有機電解液中で生成する不動態

膜は、リチウムが樹枝状（デンドライト状）に析出する原因の一つと考え

られているが、このデンドライト生成が、信頼性・安全性及び寿命の観

点から、実用化する上での深刻な障害となっていた。 

これらの問題点を解決するために、リチウムと金属間化合物を形成
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する金属・合金材料や、リチウムを自らの構造内に取り込むことができ

る化合物等が負極として試みられた中で、炭素・黒鉛系材料が電極電

位・比容量及び寿命の観点でニッケル水素蓄電池を越えるエネルギー

密度を実現する電池系として民生小形分野で実用化された。 

 

【３－２．各種候補材料の特徴】  

表５に各種負極材料の現状と課題を示す。更なる高容量化・高エネ

ルギー密度化のためには、炭素（黒鉛を含む）系材料から離れ、合金系

負極材料等へのチャレンジングな取り組みが必要である。合金系負極

材料には寿命が短いなどの解決すべき課題はあるものの、シリコンな

どコストや資源的に問題の少ない系も存在するため、さらなる研究開発

によって大きな体積変化や不可逆容量、微粉化などの課題を解決して

いくことが望まれる。 

また、高出力化させるためには、ナノオーダーの活物質と導電材との

接合技術の確立が必要であり、安全性向上には、負極表面での電解液

の分解反応抑制などが必要で、そのための表面修飾法などの検討も進

める必要がある。 

負極はリチウム電池の特徴を産んでいるが、一方でその電位が非常

に低いことは短所をもたらしてもいる。高電位負極も念頭に置いて、安

全性、寿命、コストなどを含めた総合的な見直しも必要であろう。 

 

表５ 各種負極材料の現状と課題 

材料系 信頼性・ 

安全性向上

更なる高エネル

ギー密度化 

長寿命

化 

低コスト

化 

炭素系 ○  △  ○  ○  

黒鉛系 ○  ×  ○  ○  

酸化物系 △  △  △  ○  

合金系 △  ○  △  △  

リチウム金属 △  ○  △  ○  

○：メリット有り、△：開発要素有り、×：解決は困難 

 

【３－３．ロードマップの補足説明】 

・ リチウムイオン二次電池の負極材料の課題としては、「長寿命化

（体積変化の抑制）」、「不可逆容量の低減」、「安全性向上」が挙

げられる。 

・ 負極材料の技術マップについては、正極材料の技術マップとの比

較が容易に行えるよう、どちらも横軸を活物質重量当たりの容量

密度（Ａｈ／ｇ）、縦軸をLi/Li+に対する電位（Ｖ）で統一した。 

・ エネルギー密度等高線は、［平均電圧４Ｖの正極活物質基準の平

均電圧×負極活物質のみの容量密度］を示す。 

・ 負極材料については、現状の有機電解液を使用する場合、電位の

低い領域では電解液との反応が起こってしまい、容量の低下等に
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より長期寿命を実現できなくなるため、電解質との反応性抑制に

ついてマップ上で記述した。 

・ 原則としては、リチウムを含有する状態での理論容量についてマ

ップ上にプロットしている。ただし、合金系、酸化物系の一部、

カーボン形系材料等についてはリチウムを含有していない状態

での理論容量についてプロットしている。リチウムを含有する他

の負極材料と比較のために、シリコンについてはリチウムを含有

した化学式での理論容量も併記している。 

 

＜４．ＬＩＢ電解質材料の技術マップ＞ 

【４－１．材料開発の流れと現状】  

電解質は電池の出入力特性、寿命、安全性、電圧に直接関わる電

池のキーマテリアルである。広い温度範囲で高いイオン伝導性を示

し、酸化還元に対して安定で、熱的安定性に優れ、人体や環境への

負荷が低く、安価であることが要求される。 

１９５０年代後半よりリチウム金属を負極に用いた一次電池の検

討が始まったが、水はリチウムにより還元分解されてしまうため、

環状エステル（プロピレンカーボネートなど）やエーテル（テトラ

ヒドロフラン、ジメトキシエタンなど）の有機溶媒からなる有機電

解液が用いられてきた。一方、１９７５年にWrightらによってポリ

酸化エチレンがアルカリ金属イオンと錯体を形成しイオン伝導を示

すことが発見され、有機電解液の引火性を回避する有効な手段とし

て、ドライポリマー電解質をリチウム系電池に適用する試みが多く

なされてきた。また、固体電解質としては、硫化物系をはじめとす

る無機固体電解質の検討も行われている。 

１９９０年代に入って、有機電解液をポリマーによりゲル化した

ゲルポリマー電解質の検討も多く行われており、これは、有機電解

液系とほぼ同様の高い電気伝導率が保たれると共に、蒸気圧が低く

なることで引火性が抑制されることに加えて耐漏液性が向上し、さ

らにドライポリマー電解質電池のような電解質／電極界面の接合に

特別な技術を要しないため、既に一部の民生用電池において実用化

されるに至っている。 

他方、液体でかつ不揮発性の常温溶融塩（イオン液体）をリチウ

ムイオン電池用の難燃性電解質として用いる試みも活発に行われて

いる。 

 

【４－２．各種候補材料の特徴】  

表６に各種電解質の現状と課題に関して示す。有機系電解液は基

本的に引火性を持つことから、リチウム電池系の抜本的な安全性向

上には、イオン液体電解質、固体ポリマー電解質、無機固体電解質

などの特性向上に果敢に取組むことが必要である。 
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表６ 各種電解質材料の現状と課題 

材料系 信頼性・ 

安全性向上 

高出力化 長寿命化 低コスト化

水溶液系 ○  ○  ○  ○  

有機電解液系 △  ○  △  △  

ゲルポリマー △  ○  △  △  

固体ポリマー ○  △  △  △  

イオン液体 ○  △  △  △  

無機固体 ○  △  △  △  

○：メリット有り、△：開発要素有り、×：解決は困難 

 

【４－３．ロードマップの補足説明】 

・ リチウムイオン二次電池の電解質材料の課題としては、「安全性

向上」、「低温域伝導率向上」が挙げられる。電解質材料について

は、定量的評価項目が正極、負極材料よりも多く、それらを一つ

にまとめることは困難であったことから、電気伝導率の温度依存

性（１）、電位窓（２）についてそれぞれまとめることとした。

その際に、いずれについても理論値の予測が困難であることから、

現在実用化されているもの、研究開発が行われているもので信頼

できる実測値が報告されているものについてそれぞれまとめる

こととした。 

・ 電気伝導率は電池の出力に大きく影響を与えるため重要である。

電気伝導率は一般的に白金黒を使用したセルと電気伝導率計で

測定される。 

・ 電解質材料は正負極の活物質と接することから、酸化剤（正極活

物質）と還元剤（負極活物質）と共存できる必要があるため、電

位窓の広さは材料選択の幅を決めることになり重要である。電位

窓は一般的に作用電極に白金板などを使用し、三極式セルを用い

て、電位走査ボルタンメトリーで測定される。電位窓の絶対値は

測定条件（作用電極の種類、電位走査速度、カットオフ電流密度、

測定温度）に依存するので、相対的な指標として利用すべきであ

る（微量不純物の影響も無視できない）。また、電解質材料は正

負極の活物質と接することで、活物質上に表面皮膜を形成するが、

これが電池の寿命、特性、安全性に大きく影響を与える。生成す

る表面皮膜は活物質材料との組み合わせにより異なり、作動可能

な電位範囲は活物質材料に依存する。 

・ 電気伝導率の温度依存性並びに電位窓のマッピングにおいて、比

較として、水系についても併記した。ただし、水系を用いた場合

のリチウムイオン二次電池は有機電解液等を用いた現状のリチ

ウムイオン二次電池と比較して電位が大幅に低くなる点に留意

する必要がある。 
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＜５．革新的蓄電池の技術マップ＞ 

【５－１．材料開発の流れと現状】  

一回充電当たりで５００ｋｍ相当の走行距離を実現するためには、

５００Ｗｈ／ｋｇ以上のエネルギー密度を示す蓄電池が必要とされ

ている。リチウムイオン二次電池の現状技術の延長線上におけるエ

ネルギー密度の限界値は図１に示されているように２５０Ｗｈ／ｋ

ｇ付近と想定されていることから、理論的に５００Ｗｈ／ｋｇを実

現できる可能性がある金属－空気電池や全固体型硫黄電池等につい

ての研究開発が注目を集めつつある。 

空気－亜鉛電池は補聴器用一次電池として実用化していて、コイ

ン型電池ではあるが、５００Ｗｈ／ｋｇのエネルギー密度を実現で

きている。また、二次電池化についての研究も電解液還流方式やメ

カニカルチャージ方式について検討がなされてきた。Ｌｉ／Ｓ系二

次電池については、継続的に研究がなされているが硫黄の低い電子

伝導性、硫黄の電解液への溶出等の課題が解決できていない。また、

多価カチオン電池については、Ｍｇ系についてイスラエルのグルー

プで積極的な研究がなされている。しかしながら、いずれの電池系

でも実用化には至っていない。また、三次元電極（マイクロメート

ルサイズでの正極と負極の複合化）を活用した新形態リチウムイオ

ン二次電池の研究に加え、金属リチウム負極を用いたリチウム二次

電池が再検討されている。新規電池系の探索においては、発火や毒

物生成を含めた電池の安全性、構成物質の環境負荷や資源状況など

の評価も行い、技術開発方針に適宜反映させることも重要である。 

 

【５－２．各電池系の特徴】  

金属－空気電池 

負極に亜鉛、アルミニウム、リチウム等の金属材料、正極には空

気中の酸素を利用するための空気極を構成するための触媒材料を使

用。正極部分に当たる材料の容積が小さくなる特徴を持ち、軽量化・

コンパクト化を図ることができる。図９に金属－空気電池の作動原

理について、亜鉛を例として示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９ 金属－空気電池の作動原理 
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無機全固体リチウム電池 

正極に硫化物材料、負極にリチウム金属を用いることで、高いエ

ネルギー密度が期待できる。電解質に固体材料を用いた場合、液漏

れによる短絡（ショート）を防ぎ、安全性が向上する。図１０に無

機全固体リチウム電池の作動原理について示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１０ 無機全固体リチウム電池の作動原理 

 

多価カチオン電池 

正極に酸化物材料・硫化物材料等、負極にマグネシウム、カルシ

ウム、アルミニウム金属等を用い、電荷を複数個持つカチオンイオ

ンを移動させる。同じ大きさの電池中で複数倍の量のエネルギー移

動を起こすことができる。図１１に多価カチオン電池の作動原理に

ついて、マグネシウムを例として示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１１ 多価カチオン電池の作動原理 

 

【５－３．ロードマップの補足説明】 

・ 革新的蓄電池技術マップは、現在実用化されているもの、研究開

発が行われているものを中心に飛躍的にエネルギー密度等の向

上が期待されている電池系についてとりまとめたものである。た

だし、現状の技術レベルを記載しているのではなく、あくまで、

高エネルギー密度化の可能性を示す理論的な値であることに留

意して本マップを利用していただきたい。 
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・ 横軸には活物質重量当たりの容量密度（Ａｈ／ｇ）、縦軸には

Li/Li+に対する電位（Ｖ）をとっている。活物質重量当たりの容

量密度は、正極材料と負極材料の合計重量から求められる重量当

たりの理論容量密度で、電解質材料については考慮していない。

また、金属－空気電池については、ｐＨ＝１４における反応に基

づく電池の理論起電力（Ｖ）と、負極材料（酸素を含む）の重量

から求められる重量当たりの容量密度を基にマッピングをした。 

・ 現実の蓄電池システムにおいては、正極材料、負極材料、電解質

材料に加えて、集電体、外装缶や保護回路等も含めてエネルギー

密度は算出される。本マップの横軸については、正極材料と負極

材料の合計重量から求められる重量当たりの理論容量密度を示

しているが、この値がそのまま電池システムとして実現されるわ

けではない。例えば、リチウムイオン二次電池の正極材料に用い

られるＬｉＣｏＯ２においては、理論的には１モルのＬｉの引き

抜きが可能であるが、実用上は０．５モル程度までの範囲でしか

利用することはできない。また、リチウムイオン二次電池の負極

材料に用いられることが期待されているＳｉにおいては、理論的

には４．４モルのＬｉの挿入が可能であるが、実用上はその値に

は遙かに及ばない。さらには、革新的蓄電池系（金属―空気電池、

無機全固体リチウム電池、多価カチオン電池については、実用化

のための解決すべき多くの課題を有しており（課題については、

詳細版を参照）、現段階では、基礎研究のレベルにあることに留

意していただきたい。 

・ 電気自動車用リチウムイオン二次電池（単セル）、亜鉛－空気一

次電池（コイン型セル）について、マップ上に参考データとして

併せて示した（いずれも、２００９年４月現在の開発品について

の値）。その際に、蓄電池システム（セル）としてのエネルギー

密度から、本マップの横軸に相当する容量密度を計算するために

換算係数を用いた。電気自動車用リチウムイオン二次電池（単セ

ル）については、（正極＋負極活物質の重量）／（単セルの重量）

＝０．５と仮定して、活物質の容量密度を逆算した。また、亜鉛

－空気一次電池（コイン型セル）については、（正極＋負極活物

質の重量）／（単セルの重量）＝０．７と仮定して活物質の容量

密度を逆算した。 
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ＮＥＤＯ次世代自動車用蓄電池技術開発 

ロードマップ２００８ 

 

詳細版 
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矢印区分

課題区分 普及初期に向けた技術確立の
ための課題

普及期～本格普及期（または本
格商用化）に向けた課題

1) 次世代自動車用蓄電池実用化に向けた要素技術の
基本技術の確立のために国が主体となって本格的
に取り組むことが望まれる技術課題

2) 各種システム設計技術、部品等の量産化生産プロセ
ス技術、コストダウン技術、品質確保のための商品
性改善技術、製品レベルにまとめる技術等の企業が
主体的に取り組むべき技術課題

　原則として黒字表記とする。
　ただし、企業が主体となって取
り組むことが期待されるもののう
ち、共通的基盤的なものであっ
て国やＮＥＤＯ等の公的機関の
技術開発支援が必要と考えられ
るものは青字表記とする。

　黒字表記とする。　上記の中・長期的技術課題は、国やNEDO等の公的機
関が主体となって取り組むことが期待される課題として
青字表記とする。

中・長期的技術課題

　上記の要素技術確立のための技術は、国やNEDO等
の公的機関が主体となって取り組むことが期待される課
題として青字表記とする。
　企業が主体的に取り組むべきと考えられるものは黒字
表記とする。

　現状では、専ら先行的な基礎研究段階又は技術探索
の段階にあるが、次世代自動車用蓄電池の本格的実用
化を導くために実現が期待される技術課題

要素技術確立のための技術課題

　要素技術確立のための技術課題には、以下のものを
列挙。

ＮＥＤＯ技術開発ロードマップ（詳細版）の表記について

　普及初期に向けて、企業が主
体となって取り組むことが期待さ
れる課題

　普及期～本格普及期（または
本格商用化）、企業が主体と
なって取り組むことが期待される
課題

目標値は、2010年頃、または2015～2020年頃までにクリアすべき目標値を表記する。

概要版における用語について、
①「次世代技術」とは、「現在までに確立された次世代自
動車用蓄電池技術をベースに材料等の新規探索等に
よって次世代自動車用蓄電池の大幅な性能向上を図る
ことで次世代自動車用蓄電池本格的実用化を目指す技
術」とする。
②「長期的技術」とは、「現状では、専ら先行的な基礎研
究段階又は技術探索の段階にあるが、次世代自動車用
蓄電池本格的実用化を導くために実現が期待される技
術で、難易度が極めて高く長期的な取り組みが必要なも
の」とする。

　特になし　上記の中・長期的技術課題は、企業・大学等民間レベ
ルでは負えない規模の研究開発投資リスクがあり、か
つ、社会的要請に基づいて国が主体となって取り組むこ
とが期待されると判断される技術課題を整理している
が、技術課題の内容によっては民間レベルの取り組みも
行われることが想定される。
　なお、国を主体とする取り組みは、各行政機関がそれ
ぞれの政策目的達成の観点から実施することとなるが、
産業技術として確立が望まれるものの技術開発は経済
産業省・NEDO等の公的機関において実施するものと考
えられる。

課
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【リチウムイオン二次電池】

2010 2015 - 2020
○電池作製技術
　・ 正極材料：
　　　  層状Ni-Co系、層状Ni-Mn-Co系、スピネルマンガン系
　　　　オリビン鉄系利用が先行
　・ 負極材料：カーボン系、チタン酸スピネル系の利用が先行
　・ 電解質：有機溶媒の利用が先行
　・ 電池モジュールの軽量化、制御システムのコンパクト化を推進中
　・ さらなるエネルギー密度・出力密度の向上が課題
○性能（3kWhシステムを仮定して）
　・ エネルギー密度：50～70 Wh/kg
　・ 出力密度：1800 W/kg
　・ コスト：約20万円/kWh
　・ 安全性：車載における濫用、製造時の異物混入、に耐える。
     Ｌｉ析出を防止する

○電池作製技術
　・ 正極材料：層状Ni-Mn-Co系、スピネルマンガン系利用が先行
　・ 負極材料：カーボン系の利用が先行
　・ 電解質：有機溶媒の利用が先行
　・ ラミネート電池などの採用も推進中
　・ さらなるエネルギー密度・出力密度の向上が課題
○性能（3kWhシステムを仮定して）
　・エネルギー密度：100 Wh/kg
　・コスト：約20万円/kWh
　　・ 安全性：車載における濫用、製造時の異物混入、に耐える。
       Ｌｉ析出を防止する

＜実用段階技術＞
○酸化物系材料
　・層状Ni-Co系：熱安定性、低コスト化　などが課題
　　（質量エネルギー密度： ＞ 600 Wh/kg）
　・スピネルマンガン系、オリビン鉄系：エネルギー密度の向上が課題
　　（質量エネルギー密度： ＞ 400～500 Wh/kg）
　・更なる容量・出力・寿命の向上を検討中

＜次世代技術＞
○酸化物系材料
　・ 層状Ni-Mn-Co系、層状Mn系、V系等の新材料開発が進展
　　（質量エネルギー密度：＞ 600 Wh/kg）
　　・サイクル特性が課題
　・ ポリアニオン系等の新材料開発が進展
　　（質量エネルギー密度：＞ 450 Wh/kg）
　　・２電子反応領域の利用が課題
　　・サイクル特性が課題
○フッ化物系材料
　・ ぺロブスカイト型等の新材料開発が進展
　　（質量エネルギー密度：＞ 600 Wh/kg）
　　・出力特性が課題

＜長期的技術＞
○S系材料
　・ 高い理論エネルギー密度： 約3900 Wh/kg
　　（質量エネルギー密度： ＞ 600 Wh/kg）
　・ 電子伝導性の確保が課題
　・ 有機電解液へのSの溶出抑制が課題

課題技術の現状

車載用
蓄電池

要素分類

次世代ハイブリッド
自動車（HEV)

プラグインハイブ
リッド自動車

（PHEV)

一般コミューター型
電気自動車

本格的電気自動
車（EV)

正極
材料

リチウム
イオン二
次電池

電極
材料

技術の住み分け
適用分野による･選択

開発材料の
順次適用

　

開発材料の
順次適用

　・ 開発材料の順次適用による
　　 更なるエネルギー密度・出力密度の向上、低コスト化
　・ 高温での放置劣化やサイクル劣化の低減
　・ 低温での出力向上

・ 均等化回路などシステムの簡素低コスト化

　・ 開発材料の順次適用による
　　 更なるエネルギー密度・出力密度の向上、低コスト化
　・ 高温での放置劣化やサイクル劣化の低減
　・ 低温での出力向上
　・ 急速充電特性の向上
　・ 均等化回路などシステムの簡素低コスト化

　
　・ リチウムイオン二次電池の
　　格段の高性能化実現

○性能（3kWhシステムを仮定して）
　・ エネルギー密度：150-250 Wh/kg
　・ 出力密度：1200～1500 W/kg
　・ コスト：2～3万円/kWh
　・ 安全性：車載における濫用、
　　　　　　　 使用環境条件に耐えるト

○酸化物系材料
　・層状Ni-Co系　（質量エネルギー密度： ＞ 800 Wh/kg）
　　　異種元素置換等による熱安定性の向上、高容量化と熱安定性の両立
　・スピネルマンガン系、オリビン系等　（質量エネルギー密度： ＞ 650Wh/kg）
　　　異種元素置換等による高電圧化によるエネルギー密度の向上、不純物の影響の検討

○酸化物系材料
　・層状Ni-Mn-Co系、層状Mn系、V系等　（質量エネルギー密度： ＞ 900 Wh/kg）
　　　異種元素置換等による熱安定性の向上、高容量化と熱安定性の両立
　・ポリアニオン系等　（質量エネルギー密度： ＞ 900 Wh/kg）
　　　高容量化の実現、異種元素置換等によるサイクル特性の改善、熱安定性の検討
○フッ化物系材料
　・ペロブスカイト型、ポリアニオン型等　（質量エネルギー密度： ＞ 700～800 Wh/kg）
　　 異種元素置換・微粒子化による出力の向上、熱安定性の検討

○性能（3kWhシステムを仮定して）
　・ コスト：約10万円/kWh)：<16.4万円

○S系材料
　・S、Li2S-Cu等

　（質量エネルギー密度： ＞ 1500 Wh/kg）
　　　異種元素置換による出力特性の向上
　　　表面制御によるSの反応性制御
　　　リチウムプレドープ技術の開発

　
　・ リチウムイオン二次電池の
　　格段の高性能化実現

○性能（3kWhシステムを仮定して）
　・ エネルギー密度：100～200 Wh/kg
　・ 出力密度：2000～2500 W/kg
　・ コスト：2～3万円/kWh
　・ 安全性：車載における濫用、
　　　　　　　使用環境条件に耐える
⑤容器コスト(含MH) <16 4万円

○性能（3kWhシステムを仮定して）
　・ コスト：約10万円/kWh)：<16.4万円
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＜実用段階技術＞
○炭素系材料
　・ハードカーボン等（質量エネルギー密度：＞ 800 Wh/kg）
　　・容量向上、低温入出力、低コスト化　などが課題
　・黒鉛等（質量エネルギー密度：＞ 1200 Wh/kg）
　　・入力特性の改善とLi析出防止、寿命の改良が課題
○酸化物系材料
　・チタン酸リチウム等（質量エネルギー密度：＞ 350 Wh/kg）
　　・低温で高出力を実現、ただし、現行正極との組み合わせでは
　　　2.5V電池であり低エネルギー密度
＜次世代技術＞
○酸化物系材料（質量エネルギー密度：＞ 2000 Wh/kg）
　・ SiO系、SnO系等の新材料開発が進展
　・ 初期不可逆容量、信頼性向上、電解液との反応性が課題
○合金系材料（質量エネルギー密度：＞ 2500 Wh/kg）
　・ Si系、Sn系、S系等の新材料開発が進展
　・ カーボンとの複合化による寿命の改善
　・ 長寿命化、信頼性向上、体積変化の吸収が課題

＜実用段階技術＞
○有機電解液系材料

　EC/DMC/EMC(＋VC)等（電気伝導率： 10-2 S/cm）
　・ 耐酸化性向上　低温での抵抗増大が課題
○ゲルポリマー系材料
　ポリフッ化ビニリデン(PVDF)、アクリル系ポリマー等

　　（電気伝導率： 10-2 S/cm）
　・ 耐酸化性向上が課題

＜次世代技術＞
○イオン液体系

　EMI-FSI、EMI-TFSI等（電気伝導率： 10-2 S/cm）
　・ 低温下での電気伝導率確保、リチウムイオン輸率向上、
     耐酸化還元性の向上が課題

＜長期的技術＞
○ドライポリマー系

　PEO系ポリマー電解質（電気伝導率： 10-4 S/cm）
　・ 特に低温下での電気伝導率確保、リチウムイオン輸率向上が課題
○有機電解液系材料
　新規な支持塩を含む次世代有機電解質の開発が進展中
　・ 超耐電圧での安定性が課題

＜実用段階技術＞
○ポリオレフィン系材料
　民生用電池での唯一のセパレーター
　・低抵抗化、低コスト化が課題
○その他材料
　セラミックスを利用したセパレーターの開発が進展中
　不織布をベースにしたセパレーターの開発が進展中
　・低抵抗化、低コスト化が課題

電極
材料

リチウム
イオン二
次電池

電解質材料

セパレーター

負極
材料

○炭素系材料
　・黒鉛系等　（質量エネルギー密度： ＞ 1500 Wh/kg）
　　　電解液との反応性制御、合金との複合化技術によるエネルギー密度向上
○酸化物系材料
　・チタン酸リチウム等　（質量エネルギー密度： ＞ 450 Wh/kg）
　　 高電位正極との組み合わせによるエネルギー密度向上

○有機電解液系
　・ 耐酸化性の向上と難燃性付与と低抵抗の両立
○ゲルポリマー系
　・ 安全性・信頼性レベルのさらなる向上
　・ 耐酸化性の向上

○ドライポリマー系

　・ 室温で 10-3 S/cmの電気伝導率を実現

　・ -30℃で10-4 S/cmの電気伝導率確保
　・ 有機電解液と同等程度のリチウムイオン輸率
     の実現
　・ 膜強度の向上による薄膜化の実現
○有機電解液系材料
　・ 5V以上での耐酸化性の実現

・ 難燃性、熱安定性及びイオン伝導性の確保

○酸化物系材料
　・SiO系、SnO系等　（質量エネルギー密度： ＞ 2500 Wh/kg）
　　　初期不可逆容量の低減、信頼性向上、電解液との反応性制御
○合金系材料
　・Si系、Sn系、S系等　（質量エネルギー密度： ＞ 4000 Wh/kg）
　　　さらなる長寿命化、信頼性向上、熱安定性の向上

○ポリオレフィン系
　・ さらなる低コスト化
○その他
　・ 安全性・信頼性レベルのさらなる向上
　・ 低コスト化

○イオン液体系

　・ 室温で 10-2 S/cmの電気伝導率を実現

　・ -30℃で10-3 S/cmの電気伝導率確保
　・ 有機電解液以上のリチウムイオン輸率の実現
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【中長期的蓄電技術】
[詳細版]

2010 2015 - 2020
○Li-S等
　・ S系材料（質量エネルギー密度： ＞ 600 Wh/kg）
　　・全固体電池での出力特性改善・サイクル特性向上が課題

　・ 硫化物固体電解質、酸化物固体電解質（電気伝導率： 10-3～4 S/cm）
　　・氷点下での電気伝導率確保、電池系の 適化
　　・水との反応によるH2S生成が課題

　・ リチウム金属
　　・ 高の理論エネルギー密度：15000 Wh/kg、8000 Wh/L
　　・デンドライト抑制・長寿命・信頼性向上を目指した基礎研究が進展中

○Li-空気、Zn-空気等
　・ 高い理論エネルギー密度：
　　　　1350 Wh/kg (Zn-空気)、12000 Wh/kg (Li-空気)
　・ サイクル特性、低温特性等が課題
　・ デンドライトの析出抑制が課題
　・ 充電時の現象把握が課題
　・ 空気極構造の 適化・触媒の探索が進行中

○Mg、Ca電池等
　・ ホスト化合物、電解質の探索が必要
　・ 電池システム構築のための課題抽出が必要
　・ サイクル特性等が課題
　・ イスラエルで研究開発が進行中

○新形態リチウムイオン二次電池
　・ 構造制御によるエネルギー密度向上
　　・三次元電極を用いた電池試験の検討例有
　　・鋳型法等での電極材料の検討例有
　・ 表面擬似容量を活用した新規材料開発
　　・ナノ材料での検討例有

課題
技術の現状

革新的
蓄電池

多価カチオン電池

その他

金属-空気電池

無機全固体リチウム電池、金属-空気電池、多価カチオン電池、他

分類

無機全固体
リチウム電池

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　> 500 Wh/kg のエネルギー密度の実現
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 空気極触媒の性能向上
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ サイクル特性、低温特性の格段の改良
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ デンドライトの析出抑制
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・ 充電時のメカニズム解明
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 安全性・信頼性の検証
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 車載用への展開検討

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 > 500 Wh/kg のエネルギー密度の実現
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ ホスト化合物の高エネルギー密度化
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 適な電池構成の構築
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ サイクル特性の格段の改良
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 安全性・信頼性の検証
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 車載用への展開検討

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  > 500 Wh/kg のエネルギー密度の実現
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ サイクル特性の格段の改良
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 低コスト化
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 実験データの理論的な解明
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 電池量産製造プロセスへの適合性の検証
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 安全性・信頼性の検証

> 500 Wh/kg のエネルギー密度の実現
・ 正極材料の高エネルギー密度化

・ -30℃で10-4 S/cmの電気伝導率確保可能
   な無機固体電解質の開発
・ 電極／電解質間で良好な界面を保持しうる
   電池構成の開発
・ リチウム金属のデンドライト抑制、
   充放電効率の向上、信頼性向上



 【共通基盤技術】
[詳細版]

2010 2015-2020
＜基盤的テーマ＞
　・ 自動車用蓄電池の寿命に関するデータ取得中
　・ 自動車用蓄電池の安全性に関するデータ取得中

＜基盤的テーマ＞
○自動車用蓄電池の国際基準・標準
　・ 自動車用リチウム電池の試験法の国際標準化に関して
   　ISO/TC22/SC21(電動車両)・IEC/TC21（二次電池）で検討中
　・ 自動車用リチウム電池の輸送の国際基準に関して
　   国連危険物輸送専門家小委員会で検討中

＜基盤的テーマ＞
　・ 寿命予測のための加速試験方法の検討が進展中
　・ 寿命予測のための試験データの解析技術が進展中
　・ FCV用電池への寿命予測の適用例有

＜基盤的テーマ＞
○リチウム電池の劣化メカニズム解明
　・ 放射光による電極界面の表面分析技術が進展中
　・ 中性子回折によるリチウム原子の位置解析が進展中
　・ 分光学的手法によるその場電気化学測定技術の開発が進展中
　・ 高性能TEMによるリチウム原子の可視化技術が進展中
　・ 計算化学的手法を取り入れた材料設計が進展中

＜基盤的テーマ＞
　・ 次世代自動車（プラグインハイブリッド自動車、電気自動車等）の
      LCA評価を実施
　・ 省・脱レアアースモータの技術開発が進展中
　・ 電気自動車、プラグインハイブリッド車の本格普及に向けた
     実証実験のためのモデル事業が開始

課題
共通データの蓄積、基準・標準、電池の状態検知技術、解析技術、他

分類 要素 技術の現状

基盤的
テーマ

共通データ
（寿命・安全性等）

の蓄積

基準・標準

電池の状態
検知技術

その他

解析技術

<技術標準案の策定 >
　・ 自動車用蓄電池の寿命に関するデータ取得
　・ 自動車用蓄電池の安全性に関するデータ取得
　・ 自動車用蓄電池の寿命及び安全性に関するデータ取得の技術標準を策定

<我が国の意見の国際基準・標準への反映>
　・ ISO/TC22/SC21（電動車両）への取り組みと我が国の意見の反映
　・ IEC/TC21（二次電池）への取り組みと我が国の意見の反映
　・ 国連危険物輸送専門家小委員会への取り組みと我が国の意見の反映
　・ ISO/TC23（コネクタ）への取り組みと我が国の意見の反映

＜余寿命推定技術の利用による電池開発の加速化＞
　・ 電気化学的アプローチによる界面の反応メカニズム・物質移動現象の解明
　・ 寿命予測技術の精度向上
　・ 寿命予測技術の車載用リチウムイオン二次電池開発へのフィードバック
　・ 寿命予測技術から、余寿命推定技術への適用拡大
　・ 革新的蓄電池への寿命予測技術の適用拡大
　・ 電池のSOC状態検知技術の確立

　・ 次世代自動車（プラグインハイブリッド自動車、電気自動車等）のLCA評価の精度向上
　・ 省・脱レアアースモータの技術開発の加速化
　・ 急速充電器等の技術開発
　・ 電気自動車、プラグインハイブリッド車の本格普及に向けた実証実験のためのモデル事業による
　　インフラ等の普及促進

・ 蓄電池関連技術人材の育成

2015年以降にお
いては、基盤的
テーマは、革新
的蓄電池のため
の技術課題に移
行していくことが
想定される

 ＜ 先端解析技術の開発＞
　・ SPring-8・UVSOR等強力X線を用いたその場観察技術の開発
　・ SPring-8・UVSOR等強力X線を用いた電極表面分析技術の改良
　・ 分光学的手法によるその場電気化学測定技術の発展
　・ J-PARC超強力中性子を用いたリチウム原子位置解析
　・ 高性能TEM等によるナノレベル以下でのリチウム原子の直接観測技術の開発
　・ 熱シュミレーションによる電池の熱安定性予測技術の開発
　・ 計算科学的手法の測定データ解釈への適用範囲の拡大・さらなる高精度化
　・ 計算化学に基づく材料設計から材料開発への展開
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＜ＮＥＤＯ次世代自動車用蓄電池技術開発ロードマップ２００８ 検討スケジュール＞ 

 

＜次世代自動車用蓄電池技術開発ロードマップＷＧ＞ 

ＮＥＤＯ調査事業として、(株)テクノバにＷＧを設置し（別添：ＷＧ委員一覧）、ロードマップ２００８案を検討。 

１２／２５ ＷＧ第１回会合 １／１５ ＷＧ第２回会合 ２／２４ ＷＧ第３回会合 

 

 

 

＜次世代自動車用蓄電池技術開発ロードマップ２００８委員会＞ 

ＮＥＤＯ調査事業として、(株)テクノバに委員会を設置し（別添：委員一覧）、ロードマップ 2008 案を審議。 

２００９年１月２２日：第１回委員会 

次世代自動車用蓄電池技術開発ロードマップ２００８案について審議 

２００９年２月２日～２月１６日：パブリックコメント 

   ＮＥＤＯホームページにロードマップ２００８案を掲載し、広くパブリックコメントを募集。 

２００９年３月３日：第２回委員会 

次世代自動車用蓄電池技術開発ロードマップ２００８取りまとめ 

 

 

 

２００９年６月３日：ＮＥＤＯ次世代自動車用蓄電池技術開発ロードマップ２００８ホームページ上で公開 
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＜ＮＥＤＯ次世代自動車用蓄電池技術開発ロードマップ2008委員会 委員名簿＞ 

（敬称略：五十音順、所属・役職は２００９年３月時点で記載） 

 

 氏名 所属･部署・役職 

委員長 石谷 久 慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 教授  

委員 小久見 善八 京都大学大学院 工学研究科 教授  

委員 佐藤 祐一 神奈川大学 工学部物質生命化学科 工学部長・教授  

委員 辰巳 国昭 独立行政法人産業技術総合研究所 ユビキタスエネルギー研究部門 蓄電デバイス研究G グループ長  

委員 宮本 丈司 社団法人日本自動車工業会 電動車両技術部会 副部会長  

委員 森本 佳成 社団法人電池工業会 二次電池技術担当 部長  

委員 三根 浩二 電気事業連合会 技術開発部 部長  

オブザーバー 渡邊 昇治 経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー対策課 課長 

オブザーバー 藤田 和功 経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー対策課 係長 

オブザーバー 野田 智輝 経済産業省 製造産業局 自動車課 係長 
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＜ＮＥＤＯ次世代自動車用蓄電池技術開発ロードマップ2008委員会 WG委員名簿＞ 

（敬称略：五十音順、所属・役職は２００９年３月時点で記載） 

 

 氏名 所属･部署・役職 

座長 佐藤 祐一 神奈川大学 工学部物質生命化学科 工学部長・教授 

委員 井上 利弘 パナソニック株式会社 エナジー社 技術統括グループ チームリーダー 

委員 宇恵 誠 三菱化学株式会社 イノベーションセンター フェロー 

委員 岡島 博司 トヨタ自動車株式会社 技術企画統括センター 先端・先行技術戦略室 主幹 

委員 酒向 謙太朗 旭化成ケミカルズ株式会社 膜・エネルギー事業部 新商品開発室 室長 

委員 辰巳 国昭 独立行政法人産業技術総合研究所 ユビキタスエネルギー研究部門 蓄電デバイス研究G グループ長 

委員 寺田 信之 財団法人電力中央研究所 材料科学研究所 上席研究員 

委員 新田 芳明 株式会社田中化学研究所 技術担当執行役員 研究開発部長 

委員 広瀬 久士 財団法人日本自動車研究所 FC・EVセンター 次長 

委員 堀江 英明 東京大学 人工物工学研究センター 准教授 

委員 堀場 達雄 日立ビークルエナジー株式会社 設計開発本部 主管技師 

委員 三森 正仁 株式会社本田技術研究所 四輪開発センター 第２技術開発室 第２ブロック 主任研究員 

委員 村田 利雄 株式会社ジーエス・ユアサコーポレーション 研究開発センター 第三開発部 部長 

委員 米津 育郎 三洋電機株式会社 モバイルエナジーカンパニー 技術企画統括部 統括部長 
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今西 誠之（三重大学 准教授） 

宇恵 誠（三菱化学株式会社 フェロー） 

岡島 博司（トヨタ自動車株式会社 主幹） 

岡田 重人（九州大学 准教授） 

菅野 了次（東京工業大学 教授） 

栄部 比夏里（産業技術総合研究所 主任研究員） 

佐藤 祐一（神奈川大学 教授） 

高田 和典（物質･材料研究機構 グループリーダ） 

辰巳 国昭（産業技術総合研究所 グループ長） 

寺田 信之（財団法人電力中央研究所 上席研究員） 

新田 芳明（株式会社田中化学研究所 研究開発部長） 

広瀬 久士（財団法人日本自動車研究所 次長） 

藤波 達雄（静岡大学 教授） 

堀場 達雄（日立ビークルエナジー株式会社 主管技師） 

森田 昌行（山口大学 教授） 

 

 

＜事務局＞  

独立行政法人 新エネルギー･産業技術総合開発機構  

燃料電池･水素技術開発部 蓄電技術開発室 

株式会社 テクノバ 

 

 

 

 

＜お問い合わせ先＞ 

独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 

（ＮＥＤＯ技術開発機構） 

燃料電池・水素技術開発部 蓄電技術開発室 

〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０番 

ミューザ川崎セントラルタワー２０階 

TEL：044-520-5264  FAX：044-520-5263 

HP:http://www.nedo.go.jp/nenryo 

無断転載を禁じます。 
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