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写真―１ 電気自動車用ニッケル-水素電池
（日本電池、100Ａｈ−10セルモジュール）
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（HEV）用にもニッケル−水素電

表―２ 通産省大型プロジェクト「分散型電池電力貯蔵技術開発」におけるリチウム二次電池の開発性能目標
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