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車載用電池をめぐる現状と課題 
～主流はLIB、電池パック技術にビジネスチャンス～ 
 

世界的にCO2排出量削減と大気質改善への要求が強まるなか、各国は自動車の燃費規制や排出規

制を強化している。電気自動車（EV）とプラグインハイブリッド自動車（PHEV）は、その低CO2排出量性

のために次世代自動車の本命とされており、各国で規制とインセンティブ政策を設けて、その普及を推

進している。EV/PHEVの普及にはEV走行距離の延長が望まれているため、自動車メーカだけでなく電

池メーカの動向にも注目していく必要がある。 

今回のテクノバレポートでは、EV/PHEV市場の取り巻く環境を整理し、車載用電池に焦点を当て、現

行の電池技術レベルと次世代電池の開発状況と共に、将来予想される動きについて述べる。 

テクノバは2016年度、国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）より「平

成28年度 革新型蓄電池実用化促進基盤技術開発事業 国外の最新開発動向を踏まえた車載用蓄電

池の技術開発の方向性に関する検討」を受託し、これを機に全世界のEV/PHEVおよび車載要電池の

最新動向をサーベイした。本レポートはそのエッセンスをとりまとめたものである。 

 

 結論 
 車載用電池の主流はリチウムイオン電池

（以下「LIB」）が継続する 

 次世代電池で有望なのは全固体電池である 

 世界中でLIBの量産体制が強化されている 

 自動車メーカで電池パックの社内標準化が

進む 

 「電池パック技術」、「電池の二次利用ビジネ

ス」にビジネスチャンスがある 
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1. EV/PHEV市場の急成長は継続す
る見込み 

国際エネルギー機関（IEA）によると、世界のEVと

PHEVの普及台数は、2015年末には約126万台（EV 

約74万台、PHEV 約52万台）となり、前年比約80％

増と大幅に拡大した（図1）。その一因には、2014年頃

からの中国政府によるEV普及政策の推進が挙げられ

る。台数としてはPHEVよりEVの方が普及しており、こ

れは中国自動車メーカから多数のEV車種が販売され

ているためである。 

 IEAでは、各国が公表しているEV/PHEVの導入

目標台数を合算する形で普及予測を発表している

（図2）。 

これによると、2020年にはEV/PHEV導入台数は約

1,290万台と、2015年から比較して約10倍の規模を

各国では目標としている。特に中国では460万台とし

ており、世界最大の市場を目指していることがわかる。

また環境意識の高い欧州主要国においても10倍以上

の市場成長を目標としている(図2)。 

 

 

 民間シンクタンクも、機関によって幅はあるものの、

新車販売台数におけるEVの占める割合を、2025年

時点で1%~11%程度、2030年時点で1.6～26％まで

拡大するとみている。 

 

EV/PHEVの普及予測と自動車メーカの動向 
本章では、主要国におけるEV/PHEVの普及状況と将来予測、また自動車メーカ 

がEV/PHEVへシフトしていく状況など、EV/PHEV市場を取り巻く環境の変化に

ついて整理する。 

Ⅰ 
 

 

図 1 世界のEV・PHEV普及台数（2009～2015年） 

 

 
出所：IEA「Global EV Outlook 2016」をもとにテクノバ作成 
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図 2 EV/PHEVの現在の市場規模と今後の予測 

 
注： 数値は乗用車のみで、バスやトラックは含まない 

出所：IEA「Global EV Outlook 2016」をもとにテクノバ作成 

約10倍

2015年のEV/PHEV普及台数（実績）

2020年のEV/PHEV普及予測台数（各国目標合計)

環境規制強化
米国：加州ZEV規制
欧州：CAFE基準による環境規制
中国：NEV規制
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2.主要国の自動車メーカにおける
EV/PHEV開発の動向 

主要自動車メーカは環境規制対応車両の主力を

EV/PHEVへシフトしている。その中で大きなトレンドは、

EV走行距離の延長である。また各社ともにEV/PHEV

の車種数を拡大すると表明している。以下に、自動車

メーカの動向をまとめた（表 1）。 

 

ドイツの自動車メーカ 

ドイツではVWの排ガス不正問題発覚以降、ディー

ゼル車への減税措置が打ち切られ、また電動車購入

補助金制度が導入されたことから、EV/PHEVへの転

換が加速している。各社共通して、LIBの高エネルギ

ー密度化と車両への電池パック搭載量の増加によ

る、EV走行距離の延長に取り組んでいる。 

最近の動向として、電池パックの社内標準化が進

められている。BMW i3では、2013年発売当初から電

池パックの位置や形状を標準化しており、2016年のモ

デルチェンジの際には社内標準に基づく高性能LIBセ

ルに更新した。 

VWは2019年にEV専用の自社規格のプラットフォ

ーム「MEB」（Modular Electronic Platform）を採用し

たEVを発売し、順次、AudiやPorscheブランドにも展

開していくと発表している。 

その他、巨大な中国市場への参入とシェア拡大を

狙うドイツ自動車メーカは、中国自動車メーカへ出資

や合弁会社の設立を相次いで行っている。 

 

米国の自動車メーカ 

米国・カリフォルニア州では、ZEV規制によって大規

模製造販売メーカは2020年には新車販売の12％を、

2025年には22％をEV/PHEVにしなければならない。

これに対し、大手各社はEV/PHEV開発への取り組み

を加速させている。最近では、GMがCADILLACなど

の高級車も含めたPHEVモデルを積極展開しており、

FordもEV、PHEVともにモデルを増強している。GM、

Fordと一線を画すTeslaは、これまで富裕層向けの

EVを販売してきたが、普及帯価格のEV（Model 3）の

提供を始めており、自社工場のギガファクトリ内で電池

からEVまで一貫生産することでコスト低減を目指す。

また走行距離については、2020年に1,200kmと他社

表 1 主要自動車メーカのEV/PHEV開発の方向性 

  

出所:各社プレスリリース等の報告をもとにテクノバ作成 

自動車メーカ 開発方の向性
開発車種
(目標年)

EV走行距離
(目標年）

目標販売台数
(目標年）

ド
イ
ツ

VW
・EV/PHEVを事業の柱とする方針
・電池パックの形状・位置を標準化

EV/PHEVを拡充
20車種以上に（2025）

400km以上600km以下
(2020）

EV/PHEV年間販売100万
台（2025)

BMW
・2030年までに全車種PHEVモデル投入
・電池パックの形状・位置を標準化

PHEV：6車種（2016）
EV：2車種（2021）

公式情報なし 公式情報なし

Daimler
・PHEV/EVを強化
・既存モデルにPHEV/EVモデル投入

PHEV：8車種（2017）
EV：2車種（2017）

EV：6車種（2024）

PHEV：50km以上
EV：500km以上

（2020～）

年間10万台以上の
EV/PHEVを販売（2020）

米
国

Ford
・HEV中心に開発をしてきており、追加投資
は控える方針

全車種における比率を
40%に拡大（2020）

320km
(未定）

EV/PHEV年間総販売
台数の40% (2020)

GM ・EV/PHEVの展開は戦略の要と位置付け
HEVとPHEV拡充、

10車種投入（2020）
公式情報なし

米国内に年間60万台以上
のEVを販売(2025)

Tesla
・ラグジュアリカー（Model S)に加え、普及価
格帯のModel 3を投入

・ギガファクトリで電池コスト削減

EV1車種
（2017）

1200km
（2020）

EVの年間生産
台数50万台（2020）

日
本

トヨタ
・2050年までにエンジン車の販売をなくし、

HEV/PHEV/EV/FCV拡充
まずは全車種HEVを
ラインアップ化

公式情報なし
HEVの年間

150万台販売（2020）

日産
・今後もEVを次世代自動車の中核と位置
づけ

ラインナップ拡充 500km（2020） 公式情報なし

中
国 BYD ・EV/PHEV事業に特化 ラインナップ拡充 公式情報なし 公式情報なし
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と比較してもずば抜けて長い走行距離を目標にしてい

る。この他、EV走行が800km以上可能な新型EVトラ

ックの開発を公表している。 

 

日本の自動車メーカ 

日本の自動車メーカもEV/PHEVの開発を推進して

いくと表明している。 

トヨタ自動車は2050年までに内燃機関のみの自動

車の販売を止め、HEV、PHEV、EV、FCVを拡充して

いく方針である。既に普及モデルの電池開発に基礎

研究から生産技術レベルまで取り組んでおり、次世代

電池の全固体電池の開発で世界をリードしている。

2022年に全固体電池を用いたプラットフォームでEV

を発売すると公表している。 

日産は今後もEVを次世代自動車の中核と位置付

けている。人気のLEAFのモデルチェンジだけでなく、

エンジンと組み合わせたレンジエクステンダー型EVの

NOTEを投入するなど、EV開発に意欲的に取り組ん

でいる。ホンダはEV専用プラットフォームを採用した

「Honda Urban EV Concept」のコンパクトEVを2019

年に欧州で発売すると公表している。 

 

中国の自動車メーカ 

中国では深刻な大気汚染を受け、政府が環境規

制を設け、EV/PHEVの普及を後押ししている。中国

政府は2016年の第4段階燃費規制の実施を始めて

おり、2019年以降にNEV規制の導入を予定してい

る。現在、EV/PHEV購入時に補助金やナンバープレ

ートの付与などの優遇制度があるため、市場が急成長

しており、中国のEV/PHEVメーカは車種ラインナップ

の拡大を加速している。 

主要EV/PHEVメーカのBYDは、EV走行距離

300km以上のモデルが人気で、2016年に秦EV300、

e5 300、PHEVではSUV 唐を発売している。その他、

吉利汽車、衆泰汽車、北京汽車、奇端汽車、上海汽

車などからEV/PHEVの車種と販売台数拡大の計画

が明らかになっている。 

 

各国の動向まとめと考察 

 現在のEVは内燃機関車の走行距離まで達し

ていない 

現行のEV/PHEVにおける最大の弱点は、EV走行

距離の短さである。 

一般的に内燃機関車では一回の給油で500km程

度の走行が可能であり、燃費効率の高いHEVではそ

れ以上の走行が可能である。 

現在のEVでこの水準にあるのはTesla Model Sと

GM BOLTで、その他は400km以下が大多数である

（図３）。世界で最も販売台数の多いEVである日産

LEAFは、初代から2回のモデルチェンジが行われてい

るが、最新モデルでも走行距離は280kmである。 

 

図4に図3で示したEVとPHEVのそれぞれのモデル

に搭載されている電池パック容量（kWh）を示す。電

池パックの増量はEV走行距離の延長に直結するた

図3 EV/PHEVの走行距離 

 

 

出所：各モデルの情報をもとにテクノバ作成 
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出所：各社のプレスリリース等をもとにテクノバ作成 
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め、自動車メーカは新車種発売やモデルチェンジの度

に一台当たりの電池パックの搭載容量を増加させてお

り、今後もその傾向は継続するとみられる。 

 自動車メーカは内燃機関車以上の走行距離が可能

なEVを目指している。そしてその実現時期については

2020年を掲げている自動車メーカが多い。500km以

上の走行距離を担保するためにはEV一台当たり60～

100 kWh程度の電池パックを搭載する必要があるが、

自動車は車内容積が限られているために、電池パック

のコンパクト化が重要となってくる。 

 

 電池パックのプラットフォーム化の進行 

各自動車メーカはLIBを用いた電池パックを採用し

ているが、このうちドイツ、米国、日本の主要自動車メ

ーカは、LIBセルを電池メーカから購入し、電池パック

は内製する方針である。電池メーカはLIBセルを高性

能化して販売し、電池パック化する際には自動車メー

カと協業して製造を行っている。 

EVの電池パックは、内燃機関車でのエンジンの位

置や後部座席側に配置されることが多く、現在販売中

のEV/PHEVの電池パックは独特な形状でかつ複雑

なモジュール構成となっている。 

ただし最近になり、ドイツ自動車メーカでは電池パッ

クのコンパクト化やEV開発工程を効率化して生産性を

向上させことを目的に、電池パックを座席下に配置す

ることが多くなっている。 

さらに電池パックをプラットフォーム（社内標準）化す

る動きも始まっている。最も早くEV専用のプラットフォ

ームを発表したのはBMWである。2013年に発売した

コンパクトEV i3では、BMWはサムスンSDIのセルとモ

ジュールを採用し、プラットフォーム化した電池パック

を開発した。プラットフォーム化には、モデルチェンジの

際に高性能化した電池セルに積み替えても、車両側

では大きな構造変更をする必要がなくなるというメリット

がある。実際にi3は2016年にモデルチェンジしたが、

間をおかずに2018年初頭にも電池性能を向上させる

マイナーチェンジを予定している。 

VWのEV用プラットフォームMEBは電池パックを車

内床下に配置するとし、その第一弾の搭載車として、

2019年にミニバンのBUDD-eが発売される予定であ

る。今後開発するEVはMEBに基づき、ミニバンや大

型車などの多様な車体を載せ、車種を拡大していく戦

略である。 

BMWやVWだけでなく、2017年に入ってトヨタ自動

車やホンダでもEVプラットフォームの採用を表明して

おり、今後その動きは拡大するとみられる。 

 

 

３.電池メーカの動き 

東欧に大規模LIBセル工場へ投資中の中韓

電池セルメーカ 

今後の欧州市場の成長を見据えて、欧州の自動

車メーカとの協業体制を強化し、安定にセルを供給す

るために、サムスン SDIはハンガリーに、LG化学はポ

ーランドに、大規模な車載用 LIBセル生産工場を立

ち上げている。いずれも EV換算で 5～10万台分の

LIB セルや電池製造が可能となる工場で、2017年以

降の本格稼働を目指している。 

また、中国電池セルメーカの CATLは独フランクフ

ルトに研究所を置き、欧州の自動車メーカへ積極的に

営業活動を行った。このことが実を結び、今年に入り

同社は BMW への供給が決まったことを発表してい

る。 

 

欧州で車載用電池コンソーシアム設立 

～車載用電池のエアバス化～ 

現状、欧州には車載用LIBセルを供給するメーカが

なく、日本や韓国の企業からLIBセルを購入している。 

2017年10月に欧州委員会では、車載用電池の開

発と生産での連携を目的に、欧州内の関連企業を結

集させる地域横断型コンソーシアムを立ち上げると発

表した。アジアなど他地域の電池関連メーカへ対抗す

るため、欧州航空のエアバスのように広域コンソーシア

ムを目指す。LIBセル供給面で不利な立場であること

を懸念し、他のバリューチェーン（電池材料、パック

化、マネジメントシステム、リサイクルなど）で主導権を

取るために、利害が一致する企業は協議に加わる意

向を表明している。 

 

米Teslaのギガファクトリ 稼働に遅れ 

Tesla とパナソニックは共同出資して、米ネバダ州

のギガファクトリを建設中である。完成したあかつきに
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は年間 35 GWh もの電池セルの製造が可能な工場

となる。この工場では 2017年に入り、部分的に稼働

を開始し、Model 3向けに「21700 円筒形」と呼ばれ

る LIB セルと電池パックの製造を行っている。ただし

現在、当初の生産計画に対して遅れが生じている状

況にある。 

なお Tesla では、電池の原材料を直接購入し、ギ

ガファクトリ内で電池製造から電池パック化まで一気通

貫で手がけることにより、電池パックのコストを従来に比

べ、3割以上引き下げることを目指している。 

 

中国電池メーカのギガファクトリ規模の投

資拡大 

中国電池セルメーカは積極的な投資を行っており、

Tesla のギガファクトリ級の大規模工場の建設を発表

しているメーカが出てきている。例えば CATLは 2020

年までに 50 GWhの生産計画を公表しており、IPO

で資金調達を行いながら生産体制を強化している。こ

のように、中国では LIB セルの生産量が急増し、電池

製造における世界の中心的存在となっている。 

なお中国で EV/PHEV の購入に係る補助金を受け

るには、中国政府が認可した企業が製造した LIB セ

ルや電池パックを搭載した車両でなければならない。

さらに、現状この認可は中国企業しか受けていない。

このため、中国政府の方針は中国国内の電池産業に

有利に働いている状況にある。 

 

 

日本 電池メーカに統合/再編の動き 

かつて電池製造のトップシェアには日本企業が多く

名を連ねていたが最近ではシェアが低下しつつある。

このような中でメーカの統合/再編が始まっている。 

ソニーは LIBを世界で初めて販売したメーカである

が、今年 10月末に電池事業を国内電池部品メーカ

最大手の村田製作所へ譲渡した。今後はモバイル用

途や産業用途の電池を中心に黒字化を目指す。車

載用については、EV市場の動向を慎重に見極める

姿勢を示している。 

また AESCは日産自動車と NEC 及び NEC トー

キンの合弁で設立された電池メーカで、これまで

LEAF用に LIB セルと電池パックを提供してきた。し

かし 2016年、日産は LEAF の EV 性能を高めるた

めには競争力のある企業から電池セルを調達する方

針に転換した。AESC については中国ファンドへの事

業譲渡が決まっている。 

 世界的に各国で環境規制に対応するため、EV/PHEV普及政策をとり、将来的に2015

年比で約10倍の市場規模を目標としている 

 EV/PHEVの短所は走行距離の短さ 

⇒ 一台あたり電池搭載量を増やすため電池のコンパクト化が重要 

 自動車メーカはEV用電池パックをプラットフォーム化に取り組んでいる 

 ギガファクトリ規模の電池工場への積極的投資や欧州横断型コンソーシアム設立な

ど、国内外の電池メーカで新たな動きがある 
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1. 車載用LIBのエネルギー密度 

LIBは、正極材料、負極材料、電解液などを封入し

た「セル」を単位とし、必要な電池容量を満たすよう複

数のセルを「パック」してEV/PHEVに搭載されている。 

このため、LIBを高性能化するためには、「セルの高

性能化」、「電池パックのコンパクト化」がともに重要で

ある。本節では、LIBの特徴や材料などについて簡単

に触れるとともに、この二つの課題に関する開発の取り

組み動向を整理する。 

 

LIBとは 

LIBはリチウムイオンが正極と負極の間を移動するこ

とで充電と放電を行う電池である。リチウムは軽く、エ

ネルギー密度が大きい元素である。また電解液に有

機系溶媒を用いることで3V以上の高い作動電圧を実

現できるため、LIBは実用化されている二次電池の中

で最もエネルギー密度が高い。1991年にソニーからビ

デオカメラ用電池として実用化され、以降、携帯電話

やPCなどモバイル用途で広く普及してきた。2009年

の日産LEAFで採用されてから、現状では車載用途と

して主流の電池である。 

 

LIBセルの構成材料 

LIBセルは正極材料、負極材料および電解液から

構成されている。正極材料にリチウムを含む金属酸化

物が使われており、現在の主流は通称NCMと呼ばれ

るリチウムとニッケルとマンガンで構成される酸化物で

ある。負極材料には黒鉛などの炭素材料、電解液に

はカーボネート系などの有機溶媒とリチウム塩を混合し

た電解液が用いられている。各構成材料は用途や各

電池メーカの製品により、さまざまな特徴がある。 

電池の性能のうちエネルギー密度を決める上で重

要なのは、正極材料と負極材料の組み合わせであ

る。その組み合わせには、「正極材料と負極材料の電

圧差が大きいこと」、「充放電反応のときにリチウムイオ

ン保持量が多い正極材料を選択すること」が重要であ

る。 

また、電池の寿命は充放電回数で表されるが、その

充放電回数を延ばすには、反応を繰り返しても正極材

料および負極材料の構造が崩れないことが求められ

るため、結晶構造が安定している材料を選択すること

も重要である。 

 

LIBセルの形状と電池特性への影響 

LIBセルの形状はエネルギー密度、耐衝撃性や放

熱性などの安全性能と製造コストに大きく影響する。 

電池形状は角形、ラミネート形、円筒形があり、そ

れぞれ以下のような特徴がある。 

 

 角形 

金属性の筺体の内部に正極電極シート、セパレー

タ、負極電極シートを重ねて同心円状に巻いたものに

電解液を注入したものが封入されており、ガス抜きな

どの安全素子がついている。金属性の筺体であるた

め、機械的強度が高く安全である。 

 

 ラミネート形 

アルミラミネートフィルムの中に正極電極シート、セ

パレータ、負極電極シートの各シートを積層して、電解

液を注入した後に封入したもので、レトルトパックのよう

な簡単な構成である。形状とサイズは自由に設計で

き、軽量でエネルギー密度の高いセルを製造しやすい

ことがメリットだが、そのままでは機械的強度が低いた

め、電池パックのアルミケース内でセルをしっかり固定

するなどの機械的強度を考慮した設計が必要である。 

 

 円筒形 

角形と構成はほぼ同じであり、PCや掃除機などに

使われているため量産効果により安価に製造できる。 

車載用LIBの現行技術レベルとコスト 
本章では、現在の車載用蓄電池の主流であるLIBについて、現状の技術的な性

能レベルとコスト、ならびに今後の電池性能の見込みについて述べる。 

Ⅱ 
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エネルギー密度については、形状による違いがあ

り、円筒形＞ラミネート形＞角形の順に高い。 

トヨタ自動車、三菱自動車とBMWは角形セル、日

産やGMはラミネート形、Teslaは円筒形セルを採用し

ている。各自動車メーカのEV/PHEVに採用したLIBセ

ルの形状とその重量当たりのエネルギー密度の推移

について図5で示す。 

 

 

現行製品のエネルギー密度とパック 

主なLIBセルの現行製品とそのエネルギー密度に

ついて表 2に示す。セルレベルで最もエネルギー密度

が高いのはパナソニックの円筒型電池で260 Wh/kg、

683 Wh/LのセルがTesla Model 3に搭載されている。

2番目にエネルギー密度が高いのはLG化学のラミネ

ート形セルで241 Wh/kg、466 Wh/LのセルがGM 

BOLTに搭載されており、3番目はサムスンSDI の角

形セルで189 Wh/kg、357 Wh/LのセルがBMW i3に

搭載されている。 

また、電池パックにはアルミケース内部にLIBセルに

加え冷却システム、内部配線、温度・電流などの管理

センサ、電池マネジメントシステムなどが収められてい

る。そのため、電池パックのエネルギー密度を向上さ

せるにはセルの高性能化だけでなく、パック内部の効

率的な配置や電池モジュールの設計見直しなどパッ

ク技術の高度化も重要である。 

例えば、日産LEAFでは、2012年のモデルチェンジ

に際し、LIBセルは変更せずにパック技術の改良によ

り、電池パックのエネルギー密度を向上させている（図 

6） 

 

 

上限に近づきつつあるエネルギー密度 

市場ではセルの性能向上が引き続き要望されてい

る。 

LIBのエネルギー密度を上げるために、高容量化と

高電圧化が必要である。また電池容量を重視するか

出力特性を重視するかで、各材料の組成だけでなく、

電池材料の形状や形態の最適化、各電極層の構造

や厚みについても、目的に応じて改良していく必要が

ある。 

最もエネルギー密度の向上に効果があるのは材料

の見直しである。正極材料では現在のNMCからその

ニッケル含有量を増加させた組成（NMC811）への置

き替え、負極材料では現行材料の黒鉛に高容量材料

のシリコンを少量混合させた複合材料化、電解液では

図5 車載用LIBセルの重量エネルギー密度の推移 

 

出所：各社の情報をもとにテクノバ作成 
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表 2 主要セルメーカの車載用LIBの特性 

 

出所：各社の情報をもとにテクノバ作成 

図 6 車載用LIB電池パックの重量エネルギー密度の推移 
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電池の電圧を上げるための添加剤やその配合、など

がそれぞれ検討されている。 

これらの開発が進むと、2025年頃には理論エネル

ギー密度300 Wh/kg程度が達成されると予測されて

いる。 

また、主要国の国家プロジェクトなどではさらに新し

い材料の実用化が検討されており、これによりエネル

ギー密度は300 Wh/kg以上が期待されている。一方

で耐久性や安全性などの課題があり、実用化には長

い時間が必要である。そして材料が置き換わったとし

ても、LIBでエネルギー密度を現行の2倍程度まで大

幅向上させることは困難であり、次世代電池への転換

が必須である。 

 

2. 安全性や寿命への要求も高い 

車載用電池パックには電池の性能以外に、安全性

と長期信頼性(≒寿命)が求められる。 

LIBには燃えやすい有機電解液や炭素材料がふん

だんに使われているため、衝撃などで発火する可能性

がある。2016年、サムスンのスマホGalaxy Note7が

急に発火して問題になったのは記憶に新しい。発火に

対する安全性確保はLIBにおける重要な課題である。 

長期信頼性については、2013年にNEDOから発表

された蓄電池ロードマップで目標値が示されている。

車載用LIBの2020年頃の目標は出力特性重視型電

池パックで4,000～6,000サイクル、電池寿命10～15

年、電池容量重視型電池パックでは1,000～1,500サ

イクルかつ電池寿命10～15年である。その実現を目

指した開発が取り組まれている。 

現時点で安全性や寿命への要求に応えられるのは

LIBしかないため、車載用電池は当面LIBが主流にな

るとみられる。 

3.電池パックのコスト推移 

EV車両コストのうち、電池パックが占める割合は高

く、日産自動車の新型LEAFの電池パックコストは100

万円以上だといわれている。 

米エネルギー省（DOE）のAnnual merit review

（2017）での報告によると、電池パックコストの低減は

年々進んでおり、2016年時点における世界の主要自

動車メーカの電池パックコストは平均245 ドル/kWhと

DOEは試算しており、これは2009年の約1/3である。 

電池パックコストのうち、LIBセルのコストは170～

180 ドル/kWh、パック化のコストは75 ドル/kWh以下

で、パック化のコストが全体の約30%を占める（図7）。 

昨年、センサなどの他の車載製品と抱き合わせ購

入という条件付きではあるものの、GMがLG化学から

LIBセルを145ドル/kWhという破格の値段で購入契約

をしたことが世界で話題になった。GMでは、将来的に

は100 ドル/kWhを目指すと表明している。 

パック化のコストについても、各自動車メーカにおけ

る電池のプラットフォーム化による設計の簡素化により

コスト低減が進んでいくとみられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 7 車載用LIB電池パックコストの推移 

 
出所：米国DOE AMR2017  

 現在、LIBセルのエネルギー密度は最高260 Wh/kg、683 Wh/Lである 

 LIBセルのエネルギー密度はまだ改善の余地があるものの、上限に近付きつつある 

 エネルギー密度以外にも、車載用電池パックには安全性、耐久性(≒寿命)への要求レ

ベルが高いため、今後もしばらくはLIBが主流となる見込み 

 現在の車載用電池パックは、2009年時からコストは1/３に低減しており、今後も低

コスト化が進む見込みである 
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1. 次世代電池の概況 
次世代電池は、LIBでは到達し得ないような高い性

能を達成し得る可能性がある電池である。近年、車載

用に次世代電池の開発が国内外の大学/研究所や企

業で活発に行われている。 

次世代電池には、全固体電池、リチウム硫黄電池、

ナトリウムイオン電池、金属空気電池および多価カチ

オン電池がある。図8は「NEDO二次電池技術開発ロ

ードマップ2013」に示された次世代電池の技術マップ

である。図8は右上に向かうほどエネルギー密度の高

い電池系であることを示す。いずれの電池系について

も、車載用蓄電池としては製品化されていない。 

全固体電池は日本が世界をリードしており、トヨタ自

動車を中心に開発が進んでいる。すでに実用化の道

筋がみえており、2020年頃に全固体電池のセルが、

2020年代前半に全固体電池を搭載したEVが製品化

される見込みである。 

この他では、リチウム硫黄電池やナトリウムイオン電

池で海外ベンチャから定置用の製品やパイロット試作

の報告がある程度で、車載用電池としての実用化まで

の道のりは遠い（表 3）。 

図 8 次世代電池の技術マップ 

 
出所：NEDO二次電池技術開発ロードマップ2013より抜粋 

次世代電池の開発状況 
世界ではLIB以上の特性が得られる次世代電池の開発が活発に行われている。

本章では、現在、次世代電池として有望視されている各種電池系について、開

発状況を述べる。 

Ⅲ 
 

表 3 次世代電池の開発状況 

 
出所：各種資料からテクノバ作成 

革新型蓄電池 現行開発レベルと成果 セル製造方法 主要プレイヤ 製品化時期

① 全固体電池

‧ 硫化物系固体電解質系では、トヨタ自動車
がラミネートセルと電池パック化に成功

‧ 一部の企業では、現在、パイロット試作段
階

ウエットコー
ティング方法

トヨタ自動車、サム
スン日本研究所、
中国CATL他

2020年以降

‧ 酸化物系固体電解質LIPON系では、英ilika
小型薄膜電池を製品化

半導体製造
方法

英ilika
小型薄膜電池
として製品化

② リチウム硫黄電池
‧ 欧州プロジェクトで18650セル、ラミネートセ
ル作製と電池特性の評価を報告

‧ 英Oxis energyで一部製品化

ウエットコー
ティング方法

英Oxis Energy
定置用として
製品化

③ ナトリウムイオン電池
‧ パイロット試作段階（E-bike用、
定置用）

ウエットコー
ティング方法

英Faradion
住友電工
住友化学

アナウンスなし

④ 金属空気電池 ‧ 基礎研究段階 - 米Polyplus 未定

⑤ 多価カチオン電池 ‧ 基礎研究段階 -

米Pellion
Technologies
本田技研/埼玉
県産技総合セン
ター、ソニー他

2018年頃
本田技研他より
小型電池として
発売予定
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2. 全固体電池の特徴と開発状況 

次世代電池のうち、最も実用化に近い全固体電池

について取り上げる。 

 

全固体電池のメリットは難燃性と電池のコ

ンパクト化 

全固体電池とは、LIBの改良型で、LIBに使われて

いるセパレータと有機電解液を固体電解質に置き換

えた電池である。可燃性の有機電解液を使わずに、

不燃性の固体電解質を用いるため発火リスクが低い。

例えば、LIBセルは急に発火することがあるが、全固体

電池は燃えたとしてもセルは膨らむが急に炎が出るこ

とはない。また80℃程度の中温度領域でも安定的に

動作できることから、電池パックの冷却や管理システ

ムの簡素化でき、電池パックをコンパクト化できる。セ

パレータが不要となるため低コスト化につながる。 

電池特性においては、これまでLIBでは使用できな

かった高電圧化が可能な正極材料を使えるため、高

エネルギー密度化が可能である。最近になりLIBよりも

出力特性に優れていることがわかり、EVに搭載した場

合充電時間を大幅に短縮できるなど、全固体電池で

EV性能が飛躍的に高められると期待されている。 

ただし、電池寿命については詳細な報告がない。全

固体電池が今後の車載用電池の主流となるために

は、LIBと同等以上の耐久性が必要となる。 

 

全固体電池の構成と製造方法 

固体電解質の種類は大きく分けて、硫化物系、酸

化物系およびポリマー系があるが、車載用電池として

ポテンシャルがあるのは硫化物系固体電解質である。

硫化物系固体電解質は、酸化物系よりリチウムイオン

導電率でやや劣るものの、柔らかい材料で加工しやす

い特徴があり、材料同士の密着性には優れる。 

空気や水に触れると劣化しやすいというデメリットも

あるが、厳密な雰囲気制御をすれば、セルの大型化

が可能なLIBの製造方法（ウエットコーティング法）を流

用でき、かつ量産化に適している。 

 

開発はトヨタ自動車が世界をリード 

現在、全固体電池開発のリーディングカンパニーは

トヨタ自動車である。2014年に国際会議 Batteries 

2014での報告を皮切りに、固体電解質にLi2S-P2S5を

用いた全固体電池セル（ラミネート型、容量2.0Ah）お

よびシステム（400Wh/L、2.6kW/L）を試作し、小型

EV COMSの走行に成功したと報告している。その他

にNEDOプロジェクトで量産時に必要となる電極材料

と固体電解質とを混合する技術の確立や、世界最高

のリチウムイオン伝導率を示す固体電解質材料の発

見を報告するなど、基礎研究から量産化まで幅広い

研究に取り組んでいる。2022年に全固体電池を用い

たEVプラットフォームによるEVを発売すると発表して

いる。 

他のプレイヤでは、サムスン日本研究所も研究を行

っているが、モバイル用の小型セルレベルであり、車載

用レベルの電池特性に関する成果の報告はない。 

三井金属は、硫化物系固体電解質の材料改良を

進めており、よりイオン導電率の高いLi7-x PS6-xClxの報

告がある。三井金属ではサンプル提供を始めており、

提供先の電池/自動車メーカでは2020年頃の実用化

を目指して、現在、パイロット試作段階にあるという。 

 

3. その他の次世代電池 

全固体電池以外の次世代電池について取り上げ

る。電池性能は期待できるが技術課題などにより、い

ずれの電池も実用化までに時間を要する状況である。 

 

リチウム硫黄電池 

リチウム硫黄電池は正極に用いる硫黄の重量当た

りの理論容量は大きいことから、軽量・高エネルギー

密度な電池として期待できる。LIBでシェアを逃した欧

米ではゲームチェンジを狙い、主要な国家プロジェク

ト、欧州自動車メーカやベンチャにより積極的に開発さ

れている。 

LIBと同じ製法が使えるため量産化しやすいが、正

極の硫黄が充放電中に体積膨張と収縮することや、

反応中に発生する中間反応物で電池が劣化しやすい

などの課題があり、実用化レベルに至っていない。 

英国ベンチャOxis Energyは定置用として販売を始

めており、将来的に車載用へ展開する考えである。 
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ナトリウムイオン電池 

ナトリウムイオン電池は、ナトリウムイオンを電気伝導

に用いる電池である。LIBの知見や製造方法がそのま

ま利用できることから、比較的実用化しやすい電池で

ある。正極材料のレアメタルフリー化で材料コストが低

減でき、かつ出力特性に優れる。しかし、理論的にLIB

よりもエネルギー密度が低いナトリウムイオン電池は、

LIBの代替となるにはリチウムの資源的制約などの外

的要因がないと難しい。 

英国ベンチャ FaradionからE-bike用途の電池パ

ックの報告がある。国内では住友電工と住友化学から

住宅向けの定置用電池として開発報告がある。 

 

金属空気電池 

金属空気電池は正極に空気中の酸素、負極にリチ

ウムやマグネシウムなどの金属を用いる電池で、次世

代電池の中で最も理論エネルギー密度に優れた電池

である。現在は基礎研究段階で、国家プロジェクトなど

を中心に研究が行われている。 

技術課題が多く、現時点では材料や電池セルの構

造すら定まっていない。 

使いきりの電池としては製品化されており、非常用

電源向けに古河電池などからマグネシウム空気電池

が市販されている。 

 

 

多価カチオン空気電池 

多価カチオン電池は2価以上の金属イオンを電気

伝導に用いる電池である。多価カチオン電池の一種で

あるマグネシウム電池では、体積当たりではリチウムの

約2倍の容量が得られるためコンパクトな電池として期

待されている。また原材料は安定的、低価格で調達

できるものがある。 

基礎研究段階で、国家プロジェクトなどを中心に研

究されている。技術課題は高容量の正極材料や腐食

しない電解液などの材料の探索だが有望な候補材料

は見つかっていない。しかしながら、そのポテンシャル

の高さに着目して、ソニーとホンダではマグネシウム電

池を開発中と公表している。 

 

 

  

 次世代電池の中で車載用電池として最有力候補は全固体電池 

 エネルギー密度、安全性(難燃性、温度安定性)と出力特性などLIBより特性が向上する 

⇒ 水冷機構が不要になる等、電池パック化の簡素化につながる 

 世界のリーディングカンパニーはトヨタ自動車で、2020年前半に全固体電池を用いた

EVプラットフォームによるEVを発売すると発表している 

 その他の次世代電池 

 パイロット試作/一部製品化の報告があるのはリチウム硫黄電池やナトリウムイオン電

池、ただし車載用となるには技術課題が多く、実用化まで時間がかかる 

 金属空気電池や多価カチオン電池は基礎研究段階で実用化まで遠い 
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1. 電池パックの社内標準化 

Ⅰでみたように、国内外の多くの自動車メーカで、

EV用のプラットフォーム(社内標準)を開発していると

公表しており、その流れは今後、多くの自動車メーカへ

拡大していくと考えられる。 

電池パックのプラットフォームが定められると、数年

から10年程度、その設計で多数の車種が開発される

ことから、初期設計段階での開発提案力が重要にな

る。プラットフォーム設計には電池技術だけでなく電池

パックへの要求特性を理解した上で最適な全体設計

が必要である。 

現在の電池パックの設計では、発火リスクが高い

LIBセルを用いており、安全性への要求レベルが非常

に高い。例えば、振動や衝撃に強いアルミケース、熱

に弱いLIBセルのための厳密な温度管理システム、残

電池量と寿命を予測するための電流/電圧モニタリン

グシステム、車両バランス性を考慮して、軽量化や制

振性などの高機能性をもたせる必要がある。 

将来、LIBから全固体電池をはじめとした次世代電

池へ代替した際は、電池性能の向上により、電池セル

1つ当たりの電圧が上昇するため電流電圧モニタリン

グシステムなどの微調整が求められる。また、LIBから

全固体電池へ置き換わった場合は、全固体電池は温

度に対して安全で発火しにくいことから空冷方式の採

用や、筺体がアルミとCFRPをマルチマテリアル化した 

複合材料へ変更になることも考えられる。いずれに

せよ、電池パック設計には常に電池技術とパック技術

を融合させた高い技術が求められる。このように高品

位な電池パックの設計と生産を担うのは、車両におい

て多数の要素技術を開発してきた経験と知見を有す

る自動車部品メーカである。今後、自動車部品メーカ

への期待は大きいものと考えられる。 

 

2.車載用LIBの二次利用 

いずれEV/PHEVが廃車となるときに、大量の車載

用電池パックの処分をしなければならない時期がやっ

てくる。現在、車載用LIBはリサイクルしても費用を回

収できないなどの問題があり、現時点で車載用LIBリ

サイクルシステムが確立されていない。そのため、電

池パックは長期利用が望まれており、二次利用の検

討が始まっている。 

現在、日産自動車では廃車されたLEAFから取り出

した車載用電池パックを二次利用するために、4Rとい

う関連会社を設立している。4Rでは、LEAFの電池パ

ックを再生可能エネルギーの貯蔵や非常時のバック

アップ電源として利用する実証試験を国内外で行って

いる。またDaimlerでも電池パックはEV/PHEVで10年

利用した後に定置用電池として更に10年再利用する

方針であることを表明している。 

車載用電池パックは二次利用されることが前提であ

るため、定置用電源として切り替える際においても、車

載用と同様に、定置用のケースや電池管理システム

などで新たなビジネスチャンスが発生する。 

  

電池に係る今後の動向とビジネスチャンス 
本章では、今後の車載用蓄電池において着目すべき動向である「電池パック技

術」と「車載用LIBの二次利用」について述べる。 

Ⅳ 
 

 車載用電池パックのプラットフォーム化が進む 

⇒ 電池特性以外にもパックへの要求特性を理解した上で、設計/生産を担うことが

期待されているため、自動車部品メーカにチャンス到来 

 EV/PHEV用の電池パックは、いずれ定置用電池として二次利用されるため、周辺部

品の新たなビジネスチャンスが発生する 
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