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説明内容

• 諸外国の研究開発動向

• 国内の研究開発動向（NEDOの現行の取組）

• 人材育成の取組（NEDO特別講座の取組事例）

2２



日本
【全固体】
◆ SOLiD-EV （NEDO）
全固体LIBの基軸材料となる固体電解質・電極活物質等の要素技術を確立し、新材料の特性や量産プロセス等の適合性を評
価する技術を開発。
◆ ALCA-SPRING （JST）
硫化物系・酸化物系全固体電池、Li硫黄電池、Li、Mg金属負極、空気電池。
【革新】
◆ RISING I～III（NEDO）
フッ化物電池、亜鉛負極電池、多硫化物電池、コンバージョン電池の研究開発。

米国
【全固体】
◆ AVTR （DOE／VTO）

2019年開始。全固体電池関連の予算総額1,500万ドル。GM、Solid power、Michigan大学等が参加し、固体電解質、界面解
析、製造プロセス等を検討（全15テーマ）。
◆ IONICS （DOE／ARPA-E）

2016年開始。予算総額3,700万ドル。Ionic Materials、Sila Nanotechnologies、大学等が参加。全固体電池の電解質（酸化
物系、ポリマー）、セパレーター複合体等を検討（全9テーマ）。
◆ Li-Bridge（DOE／EERE-VTO）

Argonne国立研究所が中心になってアカデミアと産業界を橋渡しするとしている（26テーマ）。予算総額20,900万ドル。全固体
（硫化物、酸化物、複合系、高分子系）、急速充電向けLIB。
【革新】
◆ Battery500（DOE／EERE-VTO）

2017年開始。予算総額5,000万ドル。Pacific Northwest国立研究所等。先進LIB、Liメタル、次世代電池（LiS）の研究開発。
◆JCESR（DOE／科学局（Office of Science）
アルゴンヌ国立研究所の集中研究拠点で、多価イオン電池、リチウム硫黄電池等を開発

【全固体・革新】
◆ Advanced Battery Materials Research（BMR）（DOE／EERE-VTO）

2012年開始。先進電池、全固体電池、金属Li、硫黄正極、空気電池、Naイオン電池の研究開発。

全固体・革新電池の研究開発動向（国家プロジェクト）
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EU 【全固体】
◆ ASTRABAT

2020年開始。予算総額780万ユーロ。
CEA（仏）、PSA（仏）等、14企業・研究機関が参加。酸化物-高分子複合電解質を用いた全固体電池を検討。
【全固体・革新】
◆ Horizon2020、欧州グリーンビークル・イニシアティブ」（EGVI）のFundによるPJ

ASTRABATの他にSAFELiMOVE（全固体Lｉ負極電池）、SOLiDFY（全固体Li負極電池製造）、SUBLIME（全固体LiS）、
LISA（LiS)、HELIS（LiS）、ALISE（LiS）等多数のPJを支援

ドイツ
【全固体】
◆ FestBatt （BMBF）

2018年開始。予算総額1,600万ユーロ。
Karlsruhe工科大学、 Jülic研究所、Helmholtz Ulm研究所、Max Planck 研究所等、14大学・研究機関が参加。電解質（硫化
物系、酸化物系、ポリマー系）、分析評価、理論・データプロセッシング等の基盤技術を検討。
◆ ARTEMYS （BMBF）

2017年開始。予算総額600万ユーロ。
BMW、BASF、Braunschweig工科大等が参加。硫化物系及び酸化物系を検討。硫化物系はテープキャスト法で1Ah級積層

セルを開発。酸化物系は一体焼結プロセスを検討。

中国
【全固体】
◆新エネ車試行特別プロジェクト（中国科学技術部）

2016年開始。予算総額60億円。中国科学院とその傘下の研究所等が種々の高エネルギー密度電池の研究開発を実施して
いる。全固体LIBについては硫化物系と酸化物系を中心に研究開発を実施している。この方針は、第14次5カ年計画（2021-

2025）においても反映されている。

韓国 【全固体・革新】

◆ K-バッテリー発展戦略
次世代二次電池として全固体電池、Li-Sを上げており、次世代バッテリーパークを設置してLi-Sは2025年、全固体電池は

2027年までの商用化を目指した電極素材、固体電解質など必要な要素技術の開発を実施するとしている。

全固体・革新電池の研究開発動向（国家プロジェクト）
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全固体電池の研究開発動向（企業）

硫化物系

トヨタ
自動車
（日本）

全固体電池搭載の電動車を
2020年代前半の実用化を
目指して開発中。
2021年9月、全固体電池をHEVから採用していく

方針を発表。

日立造船
（日本）

機械的加圧無しでも充放電が可能な
硫化物系全固体電池を開発。
室温における充放電サイクルテストでは
400サイクル後の容量維持率は96％。
10cm角セルを試作済み。

マクセル
（日本）

アルジロダイト硫化物系電解質を使用した
容量8mAh、直径9mmのコイン形全固体電池
のサンプル出荷を開始。
出力特性が良く、100℃でも動作可能。

Solid Power
（米国）

NASDAQに上場。フォード、BMW等が出資。
NMC正極、Si負極、硫化物系固体電解質で
390Wh/kg、930Wh/Lと公表。

Samsung SDI
（韓国）

2015年に、硫化物系全固体LIBのエネルギー
密度が300Wh/kgに到達済みで、2025年に
商品化する計画を持っているとの報道有り。
2019年に、負極側にAg-C複合体を用いた
硫化物系固全固体電池で体積エネルギー密度
900Wh/Lを実現したと発表。正極にはNi90％の
ZrコートNCM、電解質はアルジロダイト電解質を使用。

画像は各社のHP、プレスリリースから転載

酸化物系

QuantamScape
（米 国）

NYSEに上場。VolksWagenが出資。LFP正極、酸化物固
体電解質セパレーター、Liメタル負極で250Wh/kg、
700Wh/L弱程度の性能と見込まれる（当社HPのグラフ
から）

Ilika
（英 国）

薄膜型の全固体電池の開発を
手掛けてきたベンチャー企業。

EV用に大型化した全固体電池
Goliathの開発を進めている。

ポリマー

Ionic Material
（米 国）

高分子系固体電解質。日産、A123 systems、Samsungな
どが出資。

Hydro-Québec
（カナダ）

高分子系固体電解質。Daimler（ドイツ）と全固体電池技
術の開発で提携。
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• 国内の研究開発動向（NEDOの現行の取組）
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～2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

先進・革新蓄電池材料評価技術開発(第2期)
(2018-2022fy)

革新型蓄電池実用化促進基盤技術開発
(2016-2020fy)

硫化物電池亜鉛空気電池

全固体LIB

フッ化物電池

電気自動車用革新型蓄電池開発
(2021-2025fy）

全固体LIB

革新型蓄電池

液系LIB

第1期事業
(2013-2017fy)

コンバー
ジョン電池 フッ化物電池 亜鉛負極電池

グリーンイノベーション基金／次世代蓄電池・
次世代モーターの開発 (2021-2030fy)

液系LIB、全固体LIB、蓄電池リサイクル

NEDOの蓄電池開発プロジェクト
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次世代蓄電池・次世代モーターの開発

研究開発項目【2】モビリティ向けモーターシステムの高効率化・高出力密度化技
術開発（委託・助成）
モーターシステム効率として、平均85%以上の実現を目指す
出力密度の向上（モーター単体：8.0kW/kg、モーターシステム：3.0kW/kg）を目指す

グリーンイノベーション基金

研究開発項目【1-1】高性能蓄電池・材料の研究開発（助成）
①高容量系蓄電池（例えば全固体電池） ：700~800Wh/L（パック）
②高入出力系蓄電池 ：2,000~2,500W/kg、かつ200~300Wh/L（パック）

研究開発項目【1-2】蓄電池のリサイクル関連技術開発（助成）
市場価格（化合物/金属単体）と同等の「コスト」で、蓄電池材料として再利用可能な品質で、
リチウム70%、ニッケル95％、コバルト95%以上の回収

企業等の経営者に求める取組
• 応募時の長期事業戦略ビジョンの提出
• 経営者による分野別ワーキンググループへ

の出席・説明
• 取組状況を示すマネジメントシートの提出

コミットメントを求める仕組みの導入
• 取組状況が不十分な場合の事業中止・委託

費の一部返還等
• 目標の達成度に応じて国がより多く負担で

きる制度（インセンティブ措置）の導入

グリーンイノベーション基金事業においては、研究開発の成果を着実に社会実装へ
繋げるため、企業等の経営者に対して、長期的な経営課題として粘り強く取り組む
ことへのコミットメントを求める。

グリーンイノベーション基金事業における成果の最大化に向けた取組
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全固体LIBの電池コンセプト

正 極

電解質層

第2期開始時点

（第1期の成果）

負 極

第1世代全固体LIB 次世代全固体LIB

- 活物質高密度充填

-電解質層の薄膜化

-高電位・高容量
活物質の適用

-正極厚膜化

-負極薄膜化

黒鉛系

三元系

硫化物系

電解質

- 中型単層セル

- バッチプロセ

ス

- 小型単層セル

- バッチプロセス

- 中型積層セル

- 連続プロセス

160Wh/L 実証目標：450Wh/L、6C充電 実証目標：800 Wh/L

Si系、
Si合金系、
Li金属等

高性能

電解質

高Ni 三元系、

ポリアニオン

系、硫黄系等

※研究評価委員会「先進・革新蓄電池材料評価技術開発（第2期）」（中間評価）分科会, https://www.nedo.go.jp/content/100927227.pdf  (2021/8/16)

先進・革新蓄電池材料評価技術開発(第2期)
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カチオン移動型アニオン移動型

亜鉛空気電池

フッ化物電池

硫化物電池
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前身事業（革新型蓄電池実用化促進基盤技術開発）にて
取り組まれた革新型蓄電池

電気自動車用革新型蓄電池開発
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亜鉛負極電池フッ化物電池

現事業（電気自動車用革新型蓄電池開発）にて取り組む
革新型蓄電池

電気自動車用革新型蓄電池開発
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アウトプット目標
国内企業がフッ化物電池及び亜鉛負極電池をEV用バッテリーパックとして

実用化する際に活用する共通基盤技術（電極活物質・電解質材料、合剤電

極構造、セル設計・試作技術、特性評価・解析技術等）

アウトプット

-充放電効率：90％以上
-重量エネルギー密度：

フッ化物電池 500Wh/kg以上
亜鉛負極電池 200Wh/kg以上

-体積エネルギー密度：
フッ化物電池 1,000Wh/L以上
亜鉛負極電池 500Wh/L以上

- サイクル劣化： 10%以下／100回
- 充電受入性： 1～3C以上
- 内部短絡・過充電で発火発煙無し

開発した共通基盤技術に基づき、
2～5Ah級セルを試作し、以下を実証。

最終（2025年度末）

-重量エネルギー密度：
フッ化物電池 400Wh/kg以上
亜鉛負極電池 150Wh/kg以上

- 体積エネルギー密度：
フッ化物電池 800Wh/L以上
亜鉛負極電池 400Wh/L以上

開発した共通基盤技術に基づき、
0.1～0.2Ah級セルを試作し、以下を
実証。

中間（2023年度末）

また、セルの諸特性の支配因子
とその影響度を把握し、最終目標
を達成するための技術開発の方向
性を提示。

また、セル試作・特性評価の結果に
基づいて、バッテリーパックの性能
・コストを推定し、実用化目標を達
成可能なことを確認する。

電気自動車用革新型蓄電池開発
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説明内容

• 諸外国の研究開発動向

• 国内の研究開発動向（NEDOの現行の取組）

• 人材育成の取組（NEDO特別講座の取組事例）

13１３



14

我が国の将来を支える研究・技術開発人材の不足等の課題を解決するべく、

○先端分野等の技術を支える将来の人材育成
○大学等の研究・教育機能を活用して、産学連携の促進を行う「場」の形成

を行うことで、新たな技術シーズや技術応用を生み、当該技術を担う人材が
育つ「好循環」を形成していく。

ＮＥＤＯプロジェクトを核とした人材育成、
産学連携等の総合的展開（NEDO特別講座）
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NEDO特別講座の概要
①大学等が技術の中核であるNEDOプロジェクトのうち、優れた成果を生み出しつつ
あるまたは生み出したもの（コアプロジェクト）、②先端技術分野・技術経営につい
て国内最高レベルの研究拠点となっているもの、のいずれかを対象として以下の事業
を実施。

人材育成
コアプロジェクトの基幹技術または先端技術分野・技術経営について、コアプロジェ
クトのプロジェクトリーダーや、企業の専門家等を講師として行う講義、セミナー等
の開催のほか、周辺研究を活用した人材育成プログラムを行う。

人的交流等の展開
コアプロジェクトの基幹技術または先端技術分野・技術経営を中心に、研究者、技術
者等のネットワークを構築するとともに、人的交流事業等を実施する。

周辺研究の実施
コアプロジェクトの基幹技術または先端技術分野・技術経営に関連する基礎的研究や
その成果の普及や発展に資する派生的研究を行う。

対象事業者は、コアプロジェクトの基幹技術、先端技術分野又は技術経営研究の中核
であり、かつその優れた指導者が属する大学等とする。

対象事業者
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「ロボット性能評価手法に係る特別講座」
実施期間：2018～2020年度、拠点：（一社）製造科学技術センター

福島ロボットテストフィールドを活用した実習

オンラインを活用した演習

●目的
•社会インフラの老朽化、地震や集中豪雨などに
よる大きな災害に対応するため各種ロボットの
有効利用が期待されている。この状況下、2018
年にNEDOプロジェクトの成果の一つである各
種ロボットの性能評価手順を定めた「ロボット
性能評価手順書」が経済産業省・NEDOから公
開。本手順書やNEDOプロジェクトでも活用し
ていた福島ロボットテストフィールドを多くの
ロボットメーカやユーザが利用し、本分野のキ
ーマンとなる人材を育成する。

●成果
•座学に加え、福島ロボットテストフィールドを
活用した実習、オンラインを活用した演習等を
実施。
•人的交流として、全４回のシンポジウムやマッ
チングイベントを実施。
•ロボット性能評価手法の国際化や福島ロボット
テストフィールドの活用向上を目指し周辺研究
を実施。

NEDO特別講座の事例
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●目的
•新素材として期待されるセルロースナノファ
イバー（CNF）に関して、コアプロジェクト
の成果を企業の技術者人材育成や製品開発に
活かすことで、幅広い分野でのCNFの実用化
や普及加速を目指す。
•コアプロジェクト参画企業以外からの参加も
積極的に促し、CNFを活用した製品開発にお
ける企業の裾野を広げる。

「セルロースナノファイバー先端開発技術者養成に係る特別講座」
実施期間：2019～2022年度、拠点：東京大学/京都大学/京都市産技研/産総研

●成果
•講座では一方的な講義だけでなく、ワークシ
ョップや演習など半分以上で実践形式の授業
を展開。

•本講座の拠点機関と参加企業との間で共同研
究2件、契約準備中2件が生じており、今後、
CNFを活用した製品の実用化が期待される。

•NEDO講座終了後も、その知見を活かした独
自の人材育成講座を展開していく予定。

講義と実技実習の風景

※( )内数値は、契約準備中の件数

NEDO特別講座の事例
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