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「エネルギー蓄積技術」とは

電気エネルギーを他の形態に変換して蓄積しておく技術

１．定義

出典：科学技術振興機構



再生可能エネルギー再生可能エネルギー再生可能エネルギー再生可能エネルギー

エネルギー蓄積技術エネルギー蓄積技術エネルギー蓄積技術エネルギー蓄積技術

電気自動車電気自動車電気自動車電気自動車(EV)

「エネルギー蓄積技術」の需要は年々増加傾向にあり、

2011-2021年にエネルギー貯蔵技術への
世界の投資額は1220億ドルに達するだろうと
予測されている。

２．現状

スマートグリッドスマートグリッドスマートグリッドスマートグリッド



２－１．需要の例

例１．電気自動車

リチウム・イオン電池リチウム・イオン電池リチウム・イオン電池リチウム・イオン電池



例２．再生可能エネルギーとの連携

出典：JX日鉱日石エネルギー



例３．スマートグリッド

スマートグリッドとは：

電力と情報の双方向ネットワークを整備し、リアルタイムに需給整理を行う「賢い電力網」

ITで系統電力と分散電源の最適制御を行う

IT

系統電力系統電力系統電力系統電力

分散電源分散電源分散電源分散電源

ITによる最適制御イメージによる最適制御イメージによる最適制御イメージによる最適制御イメージ



３．原理と比較

蓄電方式 方式

位置エネルギー 揚水発電

圧力エネルギー 圧縮空気貯蔵

磁気エネルギー 超電導電力貯蔵

運動エネルギー フライホイール

電気エネルギー 電気二重層キャパシタ

化学エネルギー 鉛蓄電池

NaS電池

リチウムイオン電池

ニッケル水素電池



夜間の余剰電力を利用し、

下池から上池へポンプで水を汲み

上げておき、ピーク時に水力発電を行う。

機能的には蓄電池である。

効率、電力量、設備寿命の点で

最大の電力貯蔵の方法であり、

電力の安定供給には不可欠な設備である。

メリット： １つの装置で大電力をまかなえる。

寿命が長い。

現在すでに確立された技術であり、実績もある。

デメリット： 作るのに時間がかかる。

地形や環境保全の観点から、立地条件に制約があり、

今後新たな揚水発電設備を建設することは困難。

揚水発電揚水発電揚水発電揚水発電

出典：北九州大学資料



夜間の余剰電力を利用し、

コンプレッサで圧縮した空気を

地下空洞・タンクに貯蔵しておき、昼間に

燃料とともに燃焼させ、ガスタービンを

回して発電する。

機能的には蓄電池である。

メリット： 揚水発電よりコストが低くなる可能性がある。

寿命が長い。

現在すでに確立された技術であり、実績もある。

デメリット： 起動・停止に要する時間は20～30分とやや長い。
立地条件に制約がある。

圧縮空気貯蔵圧縮空気貯蔵圧縮空気貯蔵圧縮空気貯蔵

（CAES-G/T : Compressed Air Energy Storage Gas Turbine）

出典：北九州大学資料



超電導は、電気を電気抵抗ゼロで

流すことができるため、超電導コイルに

一度電気を流して永久電流スイッチを

閉じれば（閉回路）、永久的に直流電流が

流れ電力を蓄えることができます。

一方、電力系統に電力を供給する場合は、

超電導コイルに蓄えられた直流電流を

交直変換器で交流電流に変換して

電力を供給します。

メリット： 変換効率が高い。

応答が速い。

デメリット： 冷却機システムと冷却したコイルを保存する

クライオスタット（魔法瓶）が必要であり、そのコストが高い。

超伝導電力貯蔵超伝導電力貯蔵超伝導電力貯蔵超伝導電力貯蔵

（SMES: Superconducting Magnetic Energy Storage）

出典：NEDO



「はずみ車」とも呼ばれる円盤型の機械部品。

円盤の回転力をエネルギーに変換する 。

超電導コイルによる磁気浮上技術を

利用した磁気軸受を用いることで

大きな質量のフライホイールを摩擦の無い

状態で支えることができ、コンパクトで

大容量のフライホイール電力貯蔵

システムを構築することが可能となる。

メリット： 単純な構造であり長寿命で保守が簡単 。

低温時の性能劣化が無い。

貯蔵エネルギー量が容易に判る。

デメリット： 事故発生時に特別な安全対策が求められる

フライホイールフライホイールフライホイールフライホイール

出典：NEDO



電気二重層を用いて蓄電するコンデンサ

電荷の吸着・脱離によって充電・放電を

行うので、電気を化学反応なしに、

電気エネルギーとして貯蔵できる。

メリット： サイクル寿命が長い。

充放電効率が高い。

充電時間が短い。

デメリット： コストが高い。

電圧が低い。

自己放電により時間と共に電荷が失われる。

供給側の内部抵抗が低いために 感電時に命の危険がある。

電気二重層キャパシタ電気二重層キャパシタ電気二重層キャパシタ電気二重層キャパシタ

（EDLC: Electric Double Layer Capacitor）

1.充電器（電流源） 2.集電極 3.分極性電極
4.電気二重層 5.電解液 6.セパレータ

原著作者：Tosaka



負極活物質に鉛、

正極活物質に二酸化鉛を用いた、

酸性水溶液系電解液の電池。

正、負極から電解液へ硫酸イオンが移動

することで充電し、逆の反応で放電する。

メリット： 過充電に強い。

低コスト。

使用実績が豊富

デメリット： 寸法が大きく重い。

自己放電

鉛蓄電池鉛蓄電池鉛蓄電池鉛蓄電池

出典：はち公の本箱



負極活物質に溶融ナトリウム、

正極活物質に溶融硫黄を用いた、

固体電解質の高温型電池。

活物質の溶融状態を保ち、

β‐アルミナのイオン伝導性を

高めるために高温下（300～350℃）で
使用される。

メリット： エネルギー密度が高く、小型化が可能。（鉛蓄電池の3分の1）
自己放電がなく、充放電のエネルギー効率も高いため、

貯蔵効率が高い。

固体電解質なので耐久性が高く、長寿命。

デメリット： 高温型電池なので、保温が必要。

高温作動のため、監視・運転員が必要。

ナトリウム・硫黄電池ナトリウム・硫黄電池ナトリウム・硫黄電池ナトリウム・硫黄電池

（NAS電池）

出典：北陸電力



正極活物質にコバルト酸リチウム、

負極活物質に炭素材料を用いた、

有機溶媒系電解液の電池。

リチウムイオンが正負極間を可逆的に

移動し、電解液は起電反応に関与しない。

電力品質用途として考えられている。

メリット： エネルギー密度が高く、小型化設備に適する。

充放電エネルギー効率が極めて高い。

急速充放電が可能。出力密度が高い。

自己放電が小さい。

デメリット： 過充電・過放電に弱いので、単セルごとの監視・保護回路が必要。

有機溶媒は可燃性であるため、安全性の確保が必要。

電池材料のコストが高い。時間耐久性の向上が必要。

リチウムイオン二次電池リチウムイオン二次電池リチウムイオン二次電池リチウムイオン二次電池

出典：NEDO資料



正極活物質にニッケル酸化物、

負極活物質に水素吸蔵合金を用いた、

アルカリ性水溶液系電解液池。

メカニズムとしては、水素イオンの

移動として表現でき、電解液は

活物質と反応しない。

メリット： エネルギー密度が高く、小型化設備に適する。

充放電エネルギー効率が比較的高い。

急速充放電が可能。

過充電・過放電に強い。

デメリット： 自己放電が比較的大きい。

満充電時に大きな発熱を伴う。

水素吸蔵合金のコストが高い。

時間耐久性の向上が必要。

過充電時に副反応として水素が発生する。

ニッケル水素電池ニッケル水素電池ニッケル水素電池ニッケル水素電池

出典：JBRC



揚水発電 圧縮空気貯
蔵

超伝導 フライホ

イール

電気二重層

キャパシタ

二次電池

蓄電方式 位置エネル

ギー

圧力エネル

ギー

電磁気エネ

ルギー

運動エネル

ギー

静電エネル

ギー

化学エネル

ギー

入出力 交流 交流 直流 交流 直流 直流

設置性 △ △ △ ○ ◎ ◎

容量 中～大 中 小～中 小 小～中 小～中

効率 ○ ○ ◎ △ ◎ ◎

応答性 ○ △ ○ ○ ◎ ○～◎

技術レベル ◎ △ △ △ ○ ○

価格レベル ○ △ ○ ○ ○ ○

コスト 20万円/kW 22万円/kW 10万円/kW 12～20万
円/kW

2～12万円
/kW

10～20万
円/kW

主要用途
負荷平準化 負荷平準化 瞬停ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ

電力系統制御

瞬停ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ

電力系統制御

携帯電源

瞬停ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ

車両用電源

携帯電源

負荷平準化

非常用電源

家庭用電源

車両用電源

携帯電源

比較表１比較表１比較表１比較表１ 蓄電方式比較表蓄電方式比較表蓄電方式比較表蓄電方式比較表

出典：NEDO資料を元に筆者加筆



鉛

（長寿命型）

NaS リチウムイオン ニッケル水素

エネルギー密

度

低

約35Wh/Kg
高

約110Wh/Kg
高

約120Wh/Kg
中

約60Wh/Kg

エネルギー効

率

中

87%
中

90%
高

95%
中

90%

寿命

（サイクル数）

長

4500
長

4500
中

3500
短

2000

コスト

（電気量当り）

低

5万円/kWh
低

2.5万円/kWh
高

20万円/kWh
中

10万円/kWh

コスト

（出力当り）

中

15万円/kW
高

18万円/kW
中

20万円/kW
低

10万円/kW

用途 車両用電源

非常用電源

負荷平準化

非常用電源

家庭用電源

負荷平準化

車両用電源

携帯電源

車両用電源

携帯電源

比較表２比較表２比較表２比較表２ 二次電池比較表二次電池比較表二次電池比較表二次電池比較表

出典：NEDO資料を元に筆者加筆



引用：内閣府

４．今後の展開



５．まとめ

エネルギー蓄積技術の課題は、コスト面に

あることが多い。

このコストの問題を可決するには、生産コストの

削減が最も現実的であり、生産設備の自動化、

検査工程の省人化は必須と考える。


