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社会がエネルギーマネジメントシステム（EMS）を求める時代となり，住宅（HEMS）やビル（BEMS），コミ

ュニティ（CEMS）での実証がグローバルで進められている。EMS を構成する電気エネルギーのストレージデバ

イスとして，電気自動車（EV）用途で注目されたリチウムイオン電池を使う動きがある。リチウムイオン電池は

特性を引き出すために，電池の状態（充電量，容量等）を正しく把握して運用する必要がある。本稿では社会シ

ステムにおける電池の役割と，リチウムイオン電池を使いこなすには何がポイントかを解説する。

Society increasingly requires better energy management systems (EMS). Home energy 
management systems (HEMS) are spreading, and building and community energy management 
systems (BEMS/CEMS) are now globally being evaluated for practical usage. As an electrical 
energy storage device for the EMS, lithium-ion batteries are attracting attention. Measuring 
battery conditions such as their state of charge (SOC) and state of health (SOH) is essential for 
their effective use. This paper describes the roles of these batteries in social systems, and the 
keys to effectively operating the batteries.

1. はじめに

日本国内では，震災後，原子力発電所への依存度が低
下したことにより，電力エネルギー不足が顕著となり再
生可能エネルギー導入や電力ピークシフトを推進するエ
ネルギーマネジメントシステム（EMS）の導入が活発と
なっている。再生可能エネルギーの代表例としては，太
陽光発電，風力発電が挙げられる。これらの方式による
発電量は自然（気象）任せで，ダイナミックに変動する。
系統電力における再生可能エネルギーの比率が上がると，
再生可能発電と蓄電システムの併用による系統への安定
接続が必要となる。一方，使用電力のピークシフトは，
比較的電力供給に余裕のある夜間に電池に充電し，日中
の高需要時間帯に放電することで実現できる。蓄電シス
テムとしては取扱いのしやすさから電池が有力である。
蓄電システムとして使われる電池は，鉛電池，NAS 電池，
レドックスフロー電池，リチウムイオン電池等があるが，
近年，小型かつ簡便さから，EV (Electric Vehicle) 用途で
注目されたリチウムイオン電池を使う動きがある。本稿
では，社会システムでの電池の適用範囲，各種電池の特
徴を述べ，リチウムイオン電池にフォーカスした特性と
使いこなすためのポイントを解説する。

2. 電池の社会システムへの適用

電気エネルギーは，取り扱いの容易さやエネルギー
変換等の応用において自由度に富む。電池は，その貯蔵
と放出が可能なデバイスである。電池の用途は様々であ
るが，ここでは産業・インフラ関連で注目されている

（１）電力需要ピークをシフトするピークシフト，（２）
災害で被災した場合等に重要となる Business Continuity 
Planning (BCP) ，（３）系統電力安定化を目的とするアン
シラリーサービスについて概要を述べる。

2.1 ピークシフト
ピークシフトとは，電力消費の時間帯をずらして，電

力需要ピーク時における電力消費を抑えることである。
特に夏の昼間は，家庭や職場などでのエアコン利用や，
その他の機器の使用などで電力消費量が急増する。電力
インフラには需要のピーク量を供給するだけの能力が必
要とされる。一般的に発電機は負荷に応じて発電効率が
異なり，需要変動に合わせて発電量を変化させることは
発電効率の悪化につながる。また最大負荷時の電力に合
わせた配電網を整備するのは効率が悪い。電力消費の平
準化によって電力供給側はインフラコストの削減が可能
となる。このため電力料金体系は契約ピーク電力に応じ
た基本電力料金が設定されている。また最近では電力需
要が多い昼間に対して，夜間の料金を安く設定するなど
の料金体系を用意することで積極的に電力消費の平準化
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を推進している。電力需要家にとっては電力のピークを
シフトすることで電力料金を削減することが可能になる。

電力は基本的に作り置きができないため，需要家にお
けるピークシフトは，生産ラインごとに工程を見直すこ
とでピーク発生時間をずらしたり，交代制の勤務形態に
より消費パターンを工夫したりする方法と，昼間のピー
ク時に自家発電によって電力網からの電力消費量を抑え
る方法がある。そのほか，夜間の電力を蓄電池や熱エネ
ルギーの形で蓄えて，昼間に有効活用する方法がある。

2.2 BCP
BCP は，災害発生時に短期間で重要な機能を再開し事

業を継続するために準備しておく計画または方針のこと
である。BCP 策定にあたっては，事業への影響度を分析し，
優先的に復旧すべき業務とそれに必要な設備やシステム
を明確にし，目標復旧時間の設定や復旧手順を計画する
ことが重要とされている。

2011 年に発生した東日本大震災においては，あらか
じめ BCP を策定していた事業者においても，業務復旧ま
でに長時間を要し，外部との連携などが機能しなかった
状況が明らかになった。特に電力供給機能低下によりイ
ンフラや情報通信が途絶することが大きな問題となった。
ディーゼル発電機など機械的な発電装置が地震発生時の
振動に対する安全機構により機能しない，燃料供給が途
絶え非常用電源も機能しないなど，計画通り対応できな
かったことが明らかになった。これらのことから蓄電池
によるバックアップのニーズが注目されるようになった。

2.3 アンシラリーサービス
系統電力周波数は，負荷（需要）が軽いと高くなり，

逆に重いと低くなる。系統電力の周波数は生産設備の電
動機の運転制御等に使われているため，周波数安定度は
極めて重要である。昼夜の需要変動のような長周期変動
対策には揚水発電に代表される蓄電方式が使えるが，太
陽光発電や風力発電等の再生可能エネルギーは気まぐれ
な自然現象に依存するため，短周期変動の要因となる。
このため系統需要に対する再生可能エネルギーの割合が
増えると系統周波数の揺らぎや電圧変動が生じ，系統電
力の品質が劣化する。そこで短時間に充放電が可能な蓄
電デバイスの必要性が出てくる。すなわち過負荷状態で
はエネルギーの供給（放電），低負荷時にはエネルギーの
吸収（充電）ができるデバイスが必要である。米国等では，
独立発電事業者（IPP）の市場シェアが比較的高く，系統
安定化のためのアンシラリーサービスのビジネスが一般
的になっている。日本でも電力の自由化を進める方針が
示されており，同サービスのビジネスが一般に浸透する
ことが予想される。アンシラリーサービス向け電池には，
数十分程度の時間スパンでの急速充放電が求められる。
ハイレート充放電が可能なデバイスにより蓄電容量を小

さく抑えると導入コストを最小限にすることができる。
電池の性能上，リチウムイオン電池を採用する例が多い。

3. 電池の種類と特徴

蓄電システムに使用される電池は，一般には「二次電池」
や「充電式電池」と呼ばれる。充電により繰り返し使用
可能な電池で，放電過程では内部の化学エネルギーが電
気エネルギーに変換され，充電時は電気エネルギーを化
学エネルギーに変換する。産業用の電池は以下のような
種類がある。表 1 に種類別特徴をまとめた。

3.1 鉛蓄電池
鉛蓄電池は，正極に二酸化鉛，負極に鉛，電解液とし

て希硫酸を用いた蓄電池である。公称電圧は単セルあた
り２ボルトと比較的高い電圧を取り出すことができる。ま
た，電極材料の鉛も安価なため，二次電池の中では最も
普及している。短時間での大電流放電や長時間の緩やか
な放電に対しても比較的安定した性能を持つ。メモリー効
果は無く，満充電状態の維持が望ましいため，自動車のバ
ッテリーや無停電電源（UPS）など，バックアップ電源と
して用いられている。しかし，サイクル劣化しやすく，頻
繁に充放電を繰り返す用途には向かない。最近ではサイク
ル特性を改善した鉛蓄電池も開発されている。

3.2 NAS 電池
正極に硫黄，電解質にβ ‐ アルミナを利用した二次電

池である。鉛蓄電池に比べて体積・重量が３分の１程度
と小型である。大規模な電力貯蔵用に作られ，供給側で
は出力変動の大きな風力発電・太陽光発電と組み合わせ
て出力を安定化させたり，需要側に設置してピークシフ
トや BCP 用途の非常用電源として使用したりできる。一
方，常温では動作しないため，ヒータによる加熱と放電
時の発熱を用いて，作動温度域（300 ℃程度）に温度を
維持する必要がある。短時間の充放電よりは，比較的長
い時間での充放電用途に向いている。

3.3 レドックスフロー電池
レドックスフロー電池は，溶液のポンプ循環でイオン 

表 1 二次電池の種類別特徴

種類 鉛電池 NAS電池 レドックス
フロー電池

リチウムイオン
電池

用途 自動車スタータ
UPS ESS* ESS*

温度 常温 300 ℃ 常温 常温

補機 なし ヒータ 循環ポンプ バランス回路

運用ロス リフレッシュ ヒータロス ポンプロス バランスロス

エネルギー密度 約30 Wh/kg 約100 Wh/kg 約6 Wh/kg 約110 Wh/kg

サイクル寿命 4500 4500 10000 4500

特長 最も実用化され
ている。安価

高エネルギー密度、
コンパクト、
高温型

大容量化が容易 補機不要。
高エネルギー密度

*ESS: Energy Storage System

携帯機器、EV
ESS*
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の酸化還元反応を進行させて充放電を行う流動電池であ
る。サイクル寿命１万回以上，実用寿命 10 年以上が期待
できる。構造が単純で大型化に適する。1 MW（メガワット）
級の電力用設備として実用化されている。電力貯蔵用と
して日間負荷変動の平準化や瞬時低電圧対策，風力発電・
太陽光発電の発電力均等化などが主な用途である。一方，
重量エネルギー密度が低く小型化には向かない。

3.4 リチウムイオン電池
リチウムイオン電池は，非水電解質二次電池の一種で，

電解質中のリチウムイオンが電気伝導を担う電池である。 
現在は，正極にリチウム金属酸化物を用い，負極にグラ
ファイトなどの炭素材を用いるものが主流となっている。
正極材料はマンガン系，コバルト系，リン酸鉄系など多
様で，それにより公称電圧が異なるが，いずれの材料も
商用化された二次電池の中ではエネルギー密度，出力密
度ともに優れている。エネルギー密度は，エネルギーの
蓄積性能を，出力密度は放出性能を表す。前者は，重量
あたりのエネルギー量で表すことが多い（表１）。後者は，
瞬間的に取り出せるエネルギーの大きさを表し，「瞬発力」
とも言え，概念的に使用されることが多い。EV 用途で
は加速性能を左右する。リチウムイオン電池は，この点
で，瞬発力が必要で自動車のスタータとして使用されて
きた鉛蓄電池よりも優れている。またメモリー効果や自
己放電が少ない。NAS 電池のような温度制御も必要がな
い。そのため携帯電話，ノートパソコンなどの民生用携
帯機器から，EV・HEV (Hybrid Electric Vehicle) ・PHEV 
(Plug-in Hybrid Electric Vehicle) などの動力源として実用
化が進んでいる。一方，過充電や異物混入による不良品
による事故が起きた場合，高エネルギー密度ゆえに危険
度が高い。そのため電池パックには電子回路による安全
監視と保護回路が組み込まれた形態で使用される。

高いエネルギー密度，出力密度を有することから，産
業用蓄電システム向け二次電池として，電池性能改善や
運用技術の研究が最も積極的に行われている。

4. リチウムイオン電池の特性と使いこなすポイント

リチウムイオン電池を使いこなすには，自己放電，電
池容量，内部抵抗を管理する必要がある。これら３つの
特性は温度や放電レート，使用履歴で変化する。これら
を運用状態で正確に把握できないと，導入時にマージン
が必要となり，導入コスト上昇や，過剰な重量・体積の
搭載を招く。一方，劣化の観点では，放電深度（DOD）
を浅くした方がよく，コストや重量・体積過剰とは相反
する。

4.1 自己放電とセルバランス
自己放電は，複数セルを一組にした電池モジュールで

の各セル充電量のバランスを崩す要因である。図 1 にバ

ランスが崩れている２直列モジュール（２つのセルは同
容量と仮定）での利用率を示す。各セルの SOC (State of 
Charge) をモニタしつつ，セルバランスを取らないで，
SOC 管理を下限 30%，上限 80% で運用するとする。充
電は，上段セルが 80% に達すると完了するが，このとき
下段セルの SOC は 70% である（①）。利用時は，下段セ
ルが先に SOC 30% に達して放電を停止し（②），再度充
電される（③）。このため，実際に利用できる電力は満充
電容量の 40% である。アンバランスが無ければ 50% が
利用可能なので，使用電力量は 20%（50% に対する 10%
分）減少する。蓄電容量を最大限使うためには電池設置
時から寿命に達するまで電池を運用しながらバランスし
続ける必要がある。バランスをとる機能はモジュール内
に実装されており，一般的には自己放電量の多いセルに
他のセルを合わせる放電型のパッシブバランス方式が使
われている。近年は積極的に各セルに補充電して一番充
電量の多いセルにバランスさせるアクティブバランス方
式も採用されている。

ごく稀に運用中において，経時劣化により自己放電量
が極端に増大するものもあり，交換が必要になる場合も
ある。このため，自己放電量の監視は重要である。

図 1 セルアンバランスによる利用率の低下

4.2 電池容量と内部抵抗
容量等，各種電池性能の定義・測定方法は日本工業規

格 (JIS) C 8715-1 :2012 に詳細が記載されている。ただ
し，これらは既定の温度と充放電レートでの値であって，
実際の運用中にその性能がでるものではない。図 2 に，
市販のリチウムイオン電池（正極材料：リン酸鉄リチウム）
において，25 ℃における放電レート 0.2 C の時，0 ℃に
おける放電レート 0.2 C および 0.05 C の時の放電カーブ
特性を示す（「放電レート」とは，公称容量を１時間で放
電する電流値に対する実際の放電時電流の比で，“C” で表
す）。本電池の放電下限電圧は 2.5 V である。結果から，

SOC 80% 

放電 充電

① ② ③

40%
利用可能
（50%では
ない）

,

管理上限（80％）

管理下限（30％）

管理上限（80％）

管理下限（30％）

SOC 40% SOC 80% 

SOC 70% SOC 70% SOC 30% 
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放電レートは低い方が，温度は高い方が容量を大きくと
れる。これらは主に，電池の内部抵抗が大きく影響して
いる。すなわち低レート放電だと内部抵抗による電圧降
下が小さい，低温より室温の方が内部抵抗は小さいため，
蓄電容量を多く引き出すことができる。

図 2 放電カーブ特性（放電レートと温度に依存）

リチウムイオン電池は，運用することで容量劣化するこ
とはよく知られている。携帯電話において，満充電から使
用できる時間が，使い始めて１年後あたりで顕著に減少し
たと実感することは多いと思う。容量劣化を正確に把握し
ていないと，蓄電量が急激に減少したように見えて，突然
の低電圧により運用停止に陥ることもありうる。

容量を正確に把握する手法の研究は数多く報告されて
いる。容量が，およそ時間の 1/2 乗で小さくなるとした
報告がある (1)。近年，カレンダー劣化とサイクル劣化を
別に評価する手法 (2)(3) も研究されている。この２つの手
法は，同一劣化モードを想定した劣化モデルであるが，
電池内部インピーダンスから電池内部の劣化状態を把握
し，その状態から容量維持率を求める手法 (4) も提案され
ている。

一方，内部抵抗も経時的に劣化する。内部抵抗と容量
劣化を分離して検出するアルゴリズム (5)(6) が提案されて
いる。内部抵抗もカレンダー劣化とサイクル劣化の２つ 

図 3 内部抵抗のカレンダー劣化（ナイキスト線図）

の要因があるが，いずれも抵抗が増加する。一例を図 3
に示す。市販のノート PC 等で使われる 18650 タイプの
セルを 60 ℃で満充電放置して劣化（カレンダー劣化）さ
せた時の低 SOC 状態（3.2 V）でのナイキスト線図である。
28 日間での容量維持率は 97% と大きな劣化は見られない
が，100 mHz での内部抵抗は２倍以上になっている。

4.3 計測技術への期待
電池容量と内部抵抗を正確に把握することで，電池挙

動のシミュレーションが可能になる。例えば，日々の工
場の生産計画と生産に使われる電力の一部として電池充
放電を想定したエネルギー連携機能への展開が可能とな
る。実効放電容量を正確に把握できる計測機能は，今後
産業界で電池を使う際には不可欠であり，蓄電装置に計
測機能が搭載されていくものと考えている。

5. おわりに

新興国の経済活動が活発になるに従い，地球上でのエ
ネルギー消費が急激に増加すると想定されている。一方，
シェールガス等がにわかに活況を呈しているが，化石燃
料が近い将来，枯渇する現実に変わりはない。電池は，
過度に化石燃料に依存しない社会構築の切り札として期
待されているが，未だ産業界で使えるだけの電池制御技
術は獲得できていない。また，コストも経済合理性が成
り立つレベルまでは下がっていない。電池状態モニタリ
ング技術の革新による電池制御技術の確立と，電池の生
産技術の革新，量産化，また設置等の規制緩和による低
価格化により，産業界でも使えるエネルギーデバイスと
なることを期待する。
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