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カーボンニュートラル実現に向けた
蓄電池システム普及拡大の取り組み
株式会社村田製作所
パワーモジュール事業部サブシステムプロダクツ商品部

佐藤 和三、 豊原 秀彦

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、再生可能エネルギーの普及拡大が進む中、不安定な自然
エネルギー出力を平準化し送配電網の品質安定化を図る役割を担う定置用蓄電池システムの普及拡大が課題
となっている。
高安全、長寿命を特長とするリチウムイオン蓄電池を活用した住宅用蓄電池システムを例に、来たる電力
システム改革を見据えた当社の取り組みを紹介する。

く普及局面に導く事が蓄電池システムメーカーとしての

1. はじめに
定置用蓄電池システムは、ピークシフトなどの従来用

責務と捉え様々な取り組みを展開している所である。本

途に加え、2050年カーボンニュートラルの実現に向け

稿では当社商材の一つである住宅用All－in－One蓄電池シ

て再生可能エネルギーの普及拡大が進む中、脱炭素の調

ステムに対する取り組み事例を紹介する。

整力として重要な位置付けとして捉えられている。近年、

※ FIT (Feed in tariﬀ )

※

卒FIT ユーザーの出現とレジリエンスへの関心の高まり

＝自家消費出来ない太陽光発電電力の余剰分を10年
間固定価格で電力会社が買い取る制度。

を受け、家庭用が牽引する形で、国内の定置用蓄電池シ
ステムの市場は拡大を続けている。また、今後、日本の

2009年 制 度 開 始 時 の 買 取 価 格 は48円/kWhで

人口・世帯数減少により新築住宅着工件数は減少傾向と

あったが、普及に伴う機器市場価格の下落により、

なるものの、CO2削減を柱とする地球温暖化対策の要と

買取価格は毎年見直され、2021年度は19円/kWh

して、経済産業省・国土交通省・環境省が連携し建築物

まで下落している。2009年度に48円/kWhの契約

の省エネルギー化・ゼロエネルギー化を強力に推進し、

で設置した消費者は、2019年固定価格買取期間満

住宅産業を中心とした取り組みは今後ますます活発化さ

了した後の買取価格が10円前後/kWhに下落するた

れていく。

め、電力会社に売るより、蓄電池を導入して余剰電
力を蓄電して、自家消費するニーズが台頭した。

他方、その重要性が一般消費者に理解され、浸透する
には、まだ一定の時間を要する情勢である事は否めす、
消費者の関心は電気料金削減および停電時の電力バック

2. 今後の動向および当社の取り組み

アップといった個人の便益に留まっている。家庭用が牽

2.1 これまでの住宅用太陽光発電システム

引しているとは言うものの、いまだ高額商品であり、一

これまでの住宅用太陽光発電システムの実際の採用現

部のアーリーアダプターによる購入がほとんどで、一般

場においては、自家消費よりも、屋根上に太陽光パネル

的には普及局面に至ったとは言えないのが現状である。

を可能な限り多く載せ、出来る限り多くの余剰電力を売

将来的に非常に重要な位置付けとなる蓄電池をいち早

電する形となっていた。そのため、その機器構成は太陽
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光パネル＋パワーコンディショナのシンプルな構成が中

2.3 当社の取り組みについて
当社では、一般的なリチウムイオン電池に比較して、

心となっている。

高安全、長寿命という特長を持つ“ FORTELION ”を用い
た定置用蓄電池システム向けの電池を開発し、2011年

2.2 今後の動向について
FIT価格の下落により、太陽光発電システム導入費用

からモジュール販売を開始した。
“ FORTELION ”は、正極にオリビン型リン酸鉄リチウ

の回収がより困難となるため、今後は家庭で使用する必
要電力相当分を発電する太陽光パネルの設置に限定し、

ム ( 以下、LFPと記載 ) を用いたリチウムイオン電池であ

その導入費用を抑えるとともに、夕方の必要電力の供給

る。オリビン構造は、結晶構造として熱的に安定してお

のため、昼間の余剰電力を蓄電池にためる、またエコ

り、これを使用した“ FORTELION ”は、従来のリチウム

キュート®に代表される蓄熱式電気温水器を活用し、同

イオン電池の欠点であった熱的安定性・寿命を大幅に改

様に昼間の余剰電力をお湯に変える事で、自家消費率を

善している。
図2にLFPの結晶構造を示す。現在では、セルの製造

出来る限り向上させる事が、有効となると考えられてい

時にコンタミ ( 不純物混入 ) を防ぐ工夫が随所に施されて

る ( 図1参照 ) 。

おり、また、蓄電池システムでは、外部ショートからセ
ルを守る安全機構が多重に設計されているため、内部も
しくは外部ショートが発生しセルが発熱する事は極めて
稀である。しかし、なんらかの想定外の理由によってセ
ルが発熱した場合や、外部から加熱される事があっても、
LFPは熱的に安定しているため、酸素放出を伴う結晶崩
壊は起こらず、連鎖的な反応である、いわゆる熱暴走は
図1

これからの太陽光発電＋充放電サイクルパターン
イメージ

起こらない事が知られている。

■熱安定性が高い → 熱暴走しない
蓄熱式電気温水器の活用をオール電化住宅とみなした
場合、その経済性を最大化するため、蓄電池には下記2
つの性能が求められる。
① 1日に複数回の充放電に耐えられる事
② 太陽光の日射量急変による発電量の低下、昼間の
エアコン・IHの同時使用による電力不足をカバー
するための急速充放電能力を有する

また、住宅用蓄電池システムは、リチウムイオン蓄電
池を使用するのが主流となっているが、危険物に類する
リチウムイオン蓄電池を大量に内蔵し、10年から15年
という長期間に渡って広範囲の環境下で使用するには、

図2

蓄電池セル単体の安全性を究極まで高める事が必要と考

一般的なリチウムイオン電池とオリビン型リン酸鉄
リチウムイオン電池の結晶構造の違い

えられている。
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定置用蓄電池システムは、その容量が数kWhと大きく
数百から千本以上のセルを内蔵するため、一旦火災が発
生するとセルからセルへと類焼し、大きな火災に繋がる
可能性がある。
セル以外の様々な部材で安全対策は設計されている
が、当社は材料そのものが熱的に安定しているLFPを蓄
電池システムの正極材料として採用した。
正極材料としてLFPを生産しているメーカーは複数社
あるが、それぞれ微妙な構造・特徴の違いがあるため、

図3 “FORTELION”のサイクル特性

LFPを使えば一様に蓄電池システムに適した電池が完成

測定環境温度 23℃ ( 使用条件、環境温度、充放電レートによって、
測定データと異なる可能性がある )

すると言うものではない。安全性やサイクル寿命で劣る
加えて、一般的なリチウムイオン電池の正極材料には、

ものが市場には散見されているのが実状である。正極材
料以外の各部品の選定や徹底したコンタミ防止プロセス

レアメタルであるコバルト、マンガン、ニッケルが使用

など、10年以上の開発期間を通して得られた様々なノウ

されているが、現在、世界規模で加速している自動車の

ハウとの掛け合わせにより、業界随一の“ FORTELION ”

電動化により、リチウムイオン電池の需要が増加してい

が完成した。

るため、これらの材料価格の高騰が新たな課題として顕

“ FORTELION ”の名称は、他社とは異なる当社独自の

在化し始めている。
一方、“ FORTELION ”は鉄を主成分とした正極材料を

オリビン型リン酸鉄リチウムイオン電池である事を認知

使用しており、資源的な制約は比較的小さい。今後、従

頂くために作った商標である。
“ FORTELION ”は、その強固な結晶構造から、一般的

来のモバイル用途のみならず、自動車、大型蓄電用途に

なリチウムイオン電池と比較して、非常に長寿命である

リチウムイオン電池が爆発的に使われていく事を考える

事も知られている。図3に“ FORTELION ”のサイクル特

と、資源的な制約が小さい材料を選択する事は非常に重

性を示した。1日1サイクル充放電を行うユースケースで

要になる。

あっても15年間でのサイクル数は約5500回である事を
この“ FORTELION ”の特性を活かしつつ、自家消費に

考えると、“ FORTELION ”は、十分なサイクル特性を持

最適化されたAll－in－One蓄電池システムを開発した ( 図4

つ事が分かる。
理由は、1 ) 正極材料であるLFPが安定しており、充放

参照 )。

電によって結晶が崩壊しない事、2 ) その電位が他の活物

太陽光発電用のパワーコンディショナ (DC－DCコン

質より低いため、酸化によるセパレータなどの劣化が小

バータ＋DC－ACインバータ ) と蓄電池用DC－DCコンバー

さい事、3 ) 負極表面上での表面被膜 (SEI ) の成長といっ

タ、蓄電池ユニットを一つの筐体に収納した事から“ All

たシンプルな反応のみが“ FORTELION ”の劣化モードの

－in－One ”と名付けた。

支配的要因になっている事である。

それぞれが別筐体としてパッケージ販売されている蓄

一般的なリチウムイオン電池の劣化要因は複雑であ

電池システムに比較し、施工する設備が一つなので施工

り、その寿命を予測する事は難しいが、“ FORTELION ”

時間が大幅に短縮出来る。また、“ FORTELION ”の長寿

の場合、劣化モードがシンプルなため、比較的容易に寿

命サイクル特性の利点を活かし、蓄電池容量は比較的小

命を予測出来、長期容量保証が求められる蓄電池システ

さく設計し、小型化と低価格化を狙った。1日複数回を

ムには大きなアドバンテージとなっている。

充放電しても15年保証出来る実力があるため、容量が小
さくても1日2サイクル働けば2倍の蓄電池容量の働きと
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同等である。一般的に1日1サイクルで5 ～ 8kWhの蓄電

が認知されている。新たな電力システムの制度設計が進

池システムが主流になっているが、半分の容量でそれを

んでいる途上ではあるが、現在の定置用蓄電池システム

実現している事になる。

の一般的な使用方法を越えた活用方法が提案され、各所

コンバータ、インバータ、蓄電池、これらは全て当社

で技術実証実験が展開されている。その様な背景を鑑み、

内に設計技術を有しており、それぞれのユニットの設計

当社のAll－in－One蓄電池システムは、随時、通信ネット

者が密に連携を図り、機能の重複した部分をどちらかの

ワークを介して遠隔で機能追加出来る仕組みを内蔵して

ユニットに統合しつつ、電池の充放電制御を上位のイン

いる。例えば、近年の自然災害の多発を受け、停電時の

バータで行う事により電池側の機能を削減するなど、全

電力バックアップ時間をより長く確保したいとのニーズ

体最適を追求して高い変換効率を実現した蓄電池システ

が増えた事に対応し、気象警報連動機能を2021年1月に

ムが完成した。

新たに追加した ( 図5参照 )。それ以前に販売され消費者
のもとで稼働していた製品にも、無償で遠隔アップデー
トを行い機能追加させて頂いた。

図5

気象警報連動機能

一般的な蓄電池システムは、災害時の停電に備え、一
定量の蓄電池容量を常時蓄えておく運転をする。つまり、
定格容量の20 ～ 30%を停電時用に確保しておいて、通
常時は70 ～ 80%の蓄電池容量しか使わないといった運
転となる。使用する容量を少なくする事で、蓄電池の劣
化を抑制する効果もあるため、多くの蓄電池メーカーが
行っている手法である。
他方、当社の蓄電池は、使用する範囲を抑制しなくて
も蓄電池の劣化が少ない特長があるため、通常時から0

図4 All－in－One蓄電池システム

～ 100%の範囲で蓄電池容量を使い切って頂く運転を推
奨している。その場合、急に停電が発生した際に蓄電池

2.4 当社製品の新機能について
前述の通り、住宅用を含む定置用蓄電池システムは、

容量が空っぽになっているという状態が想定され、本来

地球温暖化対策の要として、日本全体の電力システム改

の蓄電池システム導入目的の一つを果たせない事になっ

革の一役を担う事が期待されている。太陽光、風力といっ

てしまう。その解決策として、気象警報連動機能を考案

た自然エネルギーの大量導入を進めるにあたり、その不

し、追加する事となった。気象警報は、被害に遭遇する

安定な出力が送配電網の品質低下を招く事が懸念されて

3時間ほど前に発令される。発令された事を検知し、蓄

いるが、応答速度の速いリチウムイオン蓄電池はそれら

電池システムは自動的に充電モードに遷移し、停電に備

不安定な電源出力を平準化する機能として有望である事

えて満充電まで充電を行う。当社製品は、3時間あれば
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満充電可能であり、この機能がある事で、普段から余計
な蓄電池容量をためておく必要はない。常に最大限で有
効利用が出来る、という形になる。
また、併せて気象予報連動機能も追加した。翌日の天
気情報に応じて、前日の夜間に充電しておく容量を自動
的に考え制御する機能である。翌日、十分な太陽光発電
が予測される日は、夜間に充電は行わず昼間の充電に備
えて、蓄電池容量を減らしておくといった動作をする。
その他にも、消費者の利便性向上、より効果的な運転を

佐藤 和三( さとう かずみ)

促す機能追加を随時模索している。
当社は、商品の売り切りビジネスから脱却し、導入後

1991年

ソニー株式会社

の運用の進化で更なる消費者のベネフィット創出に貢献

2017年

株式会社村田製作所

したい、と考えて取り組んでいる。

入社
入社

当社保有技術であるリチウムイオン電池と電力
変換装置の統合システムの商品開発
現在：再生可能エネルギー活用・蓄電池を主とする製品

3. おわりに
当社では、本稿で紹介した住宅用を始め、数MWhク

開発、RE100に代表される地球温暖化対策業務に従事

ラスの産業用途まで幅広い領域で定置用蓄電池システム
の普及拡大に取り組んでいる。高度なエネルギーマネー
ジメントにより、分散型電源リソースの活用がもっぱら
注目され、数々の技術実証実験が政府主導で展開されて
いる。蓄電池システムや各種発電機、太陽光発電や風力
発電などの多様な電源リソースを束ねて大型発電所相当
の働きを模索する取り組みであり、実用化が近づいてい
る。新たな電力システム構築のため、通信業界や建築業
界などのエネルギーとは直接的に関係がなかった企業も
参画し、異業種連携の取り組みが活発化してきており、

豊原 秀彦( とよはら ひでひこ)

従来想定していなかった蓄電池システムの販売手法や活
用方法が現れ始めている。大きな変革を促すためにも、

2018年

株式会社村田製作所

入社

まずは電源リソースを分散配置するための普及活動が第

村田製作所入社前、太陽光発電用パワーコン

一歩であり、蓄電池システムメーカーとして、普及拡

ディショナメーカーにて、営業・企画業務に従事

大に繋がる新たな提案を継続的に発信し続ける所存であ

現在：再生可能エネルギー活用を主とするRE100に代表

る。

される地球温暖化対策業務に従事
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