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１．国家的施策 
（１）環境省  
 石原環境相は１０月２８日、浮体式洋上風力発電の早

期実用化や水素の利活用によって、離島での自立・分散

型エネルギー社会に実現を目指す考えを示した。国内初

となる２０００kW の浮体式洋上風力発電機を設置した

長崎県五島市で、来年度から発電した電力を水素に変換

して貯蔵し、ＦＣなどに活用するプロジェクトを立ち上

げる。環境省はこのような自立・分散型エネルギー社会

のモデルを実証する“五島モデル”を来年度から始め、

同省は将来的に離島のディーゼル発電機を再生可能エネ

ルギーに転換していくことで、ＣＯ２排出削減を図って

いく考え。（電気、長崎新聞１３年１０月２９日） 
（２）経産省 
 茂木経済産業相は１０月３１日、ガス事業制度改革を

議論するシステム改革小委員会を月１２日に発足させる

と発表した。ガス小売の全面自由化やガスネットワーク

へのオープンアクセス、電力・ガスといったエネルギー

サービスの相互参入などの論点について議論を深める。

ガスコージェネレーションシステムや２年後に市場投入

が開始されるＦＣＶへの水素供給等、新しい形のガス利

用を実現していくためにもガス事業の制度改革が必要と

の認識を示した。（電気新聞１３年１１月１日） 
 経済産業省は、水素供給用パイプラインの技術基準案

を早ければ 2015 年度にもまとめる。パイプラインに用

いる材料の選定やパイプ内を流れる水素の挙動解析、建

物内で漏れだした水素の拡散シミュレーションなどを行

い、ガス事業法などに基づく技術基準や通達などに反映

させる。ＦＣＶ向けの水素供給施設が増えるにつれて、

こうした供給施設から家庭やオフィスビルなどの定置型

ＦＣへとパイプラインを通じて水素ガスを供給するニー

ズが想定される。このためパイプラインの安全性を法令

で担保し、効率的に水素ガスを供給する体制を整える。

水素供給施設の事業採算改善にもつながりそうだ。（日刊

自動車新聞１３年１１月７日） 
 経済産業省は 2014 年度から国内の自動車メーカーと

大学、ベンチャー企業を集め、自動車産業の産学連携で

新たな枠組みを構築する。国内の大学研究室は設備が老

朽化していたり、企業のニーズと乖離した研究が少なく

ないなど課題は多い。一方、自動車メーカー各社は今後、 

 
 
 
 
 
 
 
 
ＦＣＶなど多様なパワートレイン開発が求められている。

（日刊工業新聞１３年１１月１３日） 
 経済産業省はＦＣＶに水素を補給する水素ステーショ

ンに関して、圧縮天然ガス（ＣＮＧ）の補給施設との併

設基準を緩和し、両者の併設をし易くする。圧縮水素と

ＣＮＧの設備を併設する場合、６mと定めている設備同

士の間隔を、鉄筋コンクリート製障壁などで仕切れば３

程度に縮めることを認める。ＣＮＧスタンドはガス導管

を通じて得た都市ガスを圧縮してＣＮＧ車に供給するが、

水素スタンドを併設した場合、この都市ガスを改質して

現地で水素を製造して圧縮するため、圧縮水素を大量に

保管する必要がなく、企業の投資コスト低減につながる

利点も大きい。（日本経済新聞１３年１１月１４日、日刊

工業新聞１１月２１日） 
 経済産業省は 2013 年度内を目途に、ＦＣＶの車検に

関するルールを見直す。ＦＣＶは車体と別に燃料の水素

を蓄える高圧タンクの検査が必要だが、この検査の有効

期限を１カ月伸ばし２年２カ月とする。（日刊工業新聞１

３年１１月１５日） 
（３）内閣府 
 内閣府は革新的なエネルギー技術の開発計画の改定に

乗り出す。有識者で構成する協議会を立ち上げ、高効率

火力発電やＦＣを含む「発電・燃焼技術」、洋上風力発電

などの再生可能エネルギー技術、蓄電池やエネルギーマ

ネジメントなど、各種のエネルギー技術開発に関する課

題を抽出し、重点的に開発する技術を来年７月までに選

定、総合科学技術会議が来年度に改定する“革新的エネ

ルギー技術の開発”に反映させる。（電気新聞１３年１１

月１４日） 
（４）経産省と国交省 
 経済産業省と国土交通省は 2013 年内にも、水素を燃

料に発電して走行するＦＣ２輪車（ＦＣバイク）の生産・

販売に必要な型式認証の制度設計を始める。又両省はＦ

ＣＶに関して保安基準の一本化を検討している。（日刊工

業新聞１３年１１月２０日） 
 
２．地方自治体による施策 
（１）岐阜県 
 岐阜県は１０月３０日、防災機能強化型次世代エネル

－日米モーターショウでＦＣＶを展示－ 
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ギー導入推進事業基本計画策定業務の委託先を公募型プ

ロポーザルで選定するための募集要項を公表した。大規

模災害に備え、避難場所や防災拠点としての役割を果た

す“道の駅”に、太陽光発電などの再生可能エネルギー、

ＦＣ、蓄電池を組み合わせた次世代エネルギーインフラ

を導入するため、導入施設の選定、防災機能強化を図る

システムの基本計画、他の地域への展開可能性検討、事

業スケジュールなどをまとめる。（日刊建設工業新聞１３

年１０月３１日、建設通信新聞１１月１日） 
（２）三重県桑名市 
 三重県桑名市と同市土地開発公社は、陽だまりの丘地

区で実施する先進的な「都市型スマート住宅モデルタウ

ン」の住宅供給事業者を公募型プロポーザル方式で選定

する。提案に当たっては、５０戸以上の戸建て住宅を建

設し、全戸に発電・蓄電設備、高効率給湯施設、エネル

ギー制御に貢献する設備を設置することなどを条件とす

る。発電・蓄電設備は太陽光発電システム、ＦＣコージ

ェネレーション、蓄電池のうち２つ以上、高効率給湯設

備は、ＣＯ２冷媒ヒートポンプ給湯器か潜熱回収型給湯

器、ＦＣコージェネレーションシステムの何れか、ＨＥ

ＭＳ、省ナビなどを備えることを要求している。（建設通

信新聞１３年１１月１１日、日刊建設工業新聞１１月１

２日） 
 
３．エネファーム事業展開 
（１）石川県木造住宅協会 
石川県木造住宅協会の“スマートパーク東金沢住宅展

アンコールフェア”は１０月２６日、金沢市の同所で始

まり、加盟５社が太陽光パネルやエネファームで発電す

る「創エネ」住宅を売り込んだ。金沢市で初のスマート

タウン認定を受けた。全１９区画のうち、モデルハウス

２区画、注文住宅用用地７区画を売り出している。（富山、

北国新聞１３年１０月２７日） 
（２）実績調査 
 富士経済が調査した「創エネ住宅とオール電化住宅動

向」によると、１２年度に供給された創エネ住宅は４２.
４万戸となりオール電化住宅の４０.０万戸を上回った

ことが分かった。一方プレハブ建築協会の住宅部会は、

環境行動計画“エコアクション2020”に基づく１２年度

の実績調査結果をまとめた。それによると、家庭用ＦＣ

の普及が拡大したことで、正味のＣＯ２排出量が１０年

比で１４.２％減となった。（日刊建設工業新聞、住宅新

報１３年１０月２９日） 
（３）東ガス 
 東京ガスは１０月３０日、１２月１０日から小口部門

のガス料金を平均２.０９％値下げすると発表した。供給

約款は平均１.５９％、選択約款は今回新たに設定する

「口座振替割引」を含め平均３.１３％の引き下げ。選択

約款のうち家庭用ＦＣ契約は平均２.４９％引き下げる。

（毎日、電気、神奈川新聞、千葉日報１３年１０月３１

日） 
（４）長谷工コーポ 
 長谷工コーポレーションが東京都内で設計・施行する

総合地所の新築分譲マンション（１００戸）に、東京ガ

スのマンション向けエネファームが初めて採用される。

開放廊下側のメーターボックスに、メンテナンスを考慮

して電池、貯湯、バックアップ電源の各ユニットを分割

して配置する。ボックス（約１.３m2）は、自家発電設

備設置部分となり、容積率の算定対象には含まれない。

（日刊建設工業新聞１３年１１月１日） 
（５）ＬＩＸＩＬ 
 ＪＸ日鉱日石エネルギーは１０月３１日、LIXILグル

ープと業務提携を結んだと発表した。ＪＸエネが持つ家

庭用ＦＣや太陽光パネル、LIXILの住宅設備や建材の販

路を相互に活用して、商材の販路拡大を目指す。LIXIL
も自社販売網を使ってＪＸエネの家庭用ＦＣを販売する。

（日本経済、日経産業、日刊工業、日刊建設産業新聞１

３年１１月１日） 
（６）東邦ガス 
 東邦ガスがエネファームと太陽光発電を組み合わせた

「ダブル発電」の販売件数を伸ばしている。2013年度は

ダブル発電の契約が１３５０件程度と前年比で約６割増

えた。（日経産業新聞１３年１１月１２日） 
（７）広島ガス 
 広島ガスは都市ガスで発電するエネファームを集合住

宅向けに販売する方針を固めた。新型は、集合住宅の各

戸の玄関近くにあるガス管や給水管などを納めるスペー

ス内に組み込む。2014年度以降の発売を目指す。（中国

新聞１３年１１月２３日） 
 
４．ＦＣＶ＆ＥＶ 前線 
（１）コンド電機と東洋システム 
 電子部品製造のコンド電機（福島県浅川町）と電池試

験装置メーカーの東洋システム（同いわき市）は、卓上

コンロ用燃料で走行できるＥＶを開発し、車検を取得し

た。自治体や企業向けに 2014 年にも発売する。開発し

たＥＶは２人乗りで、一般的なカセットボンベのガスを

燃料に発電してモーターを駆動する。中古の軽自動車か

らエンジンやガソリンタンクなどを外し、モーターやガ

ス発電機、鉛蓄電池を搭載した。１人が乗車し４０km/h
で定速走行すると、カセットボンベ１本で約２０km 走

行できる。ボンベを交換すれば、更に長い距離を走れる

し、ボンベが無くても、家庭のコンセントを使い５時間

かけてフル充電すれば、同様の条件で１０km 程度走れ
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るという。（日本経済新聞１３年１０月３０日） 
（２）日産 
 日産自動車は１１月１日、神奈川県厚木市と環境都市

の構築を目指したパートナーシップ協定を結んだと発表

した。ＥＶ用充電インフラの整備などで協力する。位置

や走行距離、電池残量などの情報を活用し、ＥＶドライ

バーの利便性を高める充電器の設置や、通信機能を利用

して自動車向けにサービスを提供する先進技術の活用な

ど、５つの分野で両者が協力する。（日本経済新聞１３年

１１月２日） 
（３）日産・ルノー連合と三菱自動車 
 日産自動車・仏ルノー連合は１１月５日、三菱自動車

との連携を拡大すると発表した。日産と三菱自の日本国

内での軽自動車分野に留まっていた連携を世界市場に広

げ、戦略小型車をＥＶの共同開発などを検討、ルノーの

韓国工場も活用する。ＥＶ分野では、既に日産と三菱自

は１１年に共同出資会社“NMKV”を設立、軽自動車の

開発・生産で提携しているが、軽の車台をベースに新た

にＥＶを共同開発する。（日本経済、産経、日経産業、徳

島新聞１３年１１月６日） 
（４）東京モーターショウ 
 トヨタ自動車は１１月５日、２３日に一般公開が始ま

る“第４３回東京モーターショウ2013”の出展概要を発

表した。ＦＣＶや運転手が自動車に対する愛着を深めら

れるような仕組みを導入したコンセプト車など計８車種

を参考出品する。2015年市販予定のＦＣＶコンセプトは、

水素タンクに炭素繊維素材を採用するなど、水素から電

気を生み出す小型・軽量の基幹部品を新たに開発し、大

人４人が乗れる空間を確保したセダン型の専用ボディー

に搭載した。水素充填に必要な時間は約３分で、５００

km 以上走行できる。水素の充填部品には水の波紋が題

材のデザインに採りいれられた。又ダイハツ工業は１０

月３０日、東京モーターショウの出展概要を発表。独自

開発の液体ＦＣを搭載した“ＦＣ凸DECK（ＦＣデコデ

ッキ）”を世界初公開する。貴金属を使わず低コスト化を

実現するＦＣスタックを搭載している。 
 日本自動車工業会は１１月７日、上記モーターショウ

の開催概要を発表した。ホンダと東芝、積水ハウスは合

同で、ＦＣＶで発電した電気を住宅に供給、携帯電話で

外出先から家電を操作する使い方を提案する。又米テス

ラ・モーターズはＥＶを初出展、三菱自動車は外部から

充電できるＰＨＶを展示し、独ＶＷ社は小型車ゴルフの

ＥＶを出展する模様である。 
 １１月８日概要を発表した日産自動車は三角形の車体

を持つ「次世代ＥＶ」のコンセプト車などを披露する。

名称は“ブレイドグライダー”。前席中央に運転席を配置

した３人乗りのスポーツカーで、航空力学に着目した三

角翼形状の車体を採用して空気抵抗を極限まで低減した。

左右の後輪を独立したモーターで駆動する「インホイー

ルモーター」を採用する。日産のＥＶを象徴するクルマ

として将来の市販も見据える。 
（日刊工業、日刊自動車新聞、フジサンケイビジネスア

イ１３年１０月３１日、読売、産経、東京、中日、北海

道、信濃毎日新聞１１月５日、朝日、毎日、日本経済、

日経産業、日刊工業、電気、日刊自動車、中日、中国、

神奈川、京都、大阪日日、西日本、北日本、山口、山陽、

岐阜、愛媛、四国、徳島、宮崎日日、熊本日日、茨城、

長崎、佐賀、日本海、山形、福井新聞、フジサンケイビ

ジネスアイ、千葉、新潟、岩手日報、福島民報、沖縄タ

イムス、琉球、河北、秋田魁新報１１月６日、読売、毎

日、日本経済、日経産業、日刊自動車、西日本新聞、日

刊建設工業、東京新聞等１３年１１月８日～２４日） 
（５）テスラ 
 ＥＶメーカーの米テスラ・モーターズが１１月５日発

表した７~８月期決算は、売上高が４億３１３４万ドル

（約４２４億円）となり、前年同期の約９倍に増えた。

新型セダン“モデルＳ”の販売増しが寄与した。同社は

生産が軌道に乗ってきたため、パナソニックからLiBの

調達量を３倍以上に増やす契約を結んだ。 終損益は３

８４９万ドルの赤字（前年同期は１億１０８０万ドルの

赤字）だったが、特殊要因を除いた実質では１５９３万

ドルの黒字（前年同期は９７１２万ドルの赤字）となっ

た。創業者のイーロン・マスクＣＥＯは５日の決算説明

会で、蓄電池メーカーと提携し、自社で大規模な工場を

建設する計画を明らかにした。（日本経済新聞１３年１１

月６日） 
 米運輸省の高速道路交通安全局は１１月１９日、製品

の出火事故が続くＥＶメーカー“テスラ・モーターズ”

の調査に入った。新型セダン“モデルＳ”がこの１カ月

半で３回の出火事故を起こした。（日本経済新聞１３年１

１月２０日） 
（６）国内大手自動車メーカー 
 トヨタ自動車、日産自動車、ホンダ、三菱自動車の４

社は、ＥＶやＰＨＶの普及を進めるため、充電器の設置

事業者に 大１９０万円を補充すると発表した。事業者

の負担を減らして充電インフラ整備を促す。2-14年春を

目途にＥＶなどの利用者から料金を集めて充電サービス

をする運営組織を設ける。（日本経済新聞１３年１１月１

３日） 
 国内大手自動車メーカーが大容量の電気を蓄えられる

次世代蓄電池の開発を加速している。トヨタ自動車は“空

気電池”と呼ばれる蓄電池の性能を高めることに成功、

空気電池は大気中の酸素を取り込みながら発電するので、

豊富にある酸素を使うため大容量が実現できる。１０年
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にトヨタが初めて充放電に成功した。今回大分大学の協

力を得て、車に搭載する性能の目安である数千回の充放

電に目途を付ける技術を開発、東北大学とは電流を３倍

に増やす電池を作り、ガソリン並みの加速性能に近づい

た。将来ＥＶに搭載すれば４００～８００km の走行が

可能になると期待される。（日本経済新聞１１月１６日） 
日産が開発を進めるリチウム硫黄電池は、ＥＶの走行

距離を６００km に延ばす可能性がある新型蓄電池、電

極に硫黄を使った電池で、大容量の電気が発生できる。

日産は関西大学と協力して電池を蓄える電解質の材料を

工夫、５０回の充放電ができるようになり、早ければ２

０年頃の実用化が見えてきた。何れの次世代蓄電池もＥ

Ｖに搭載するには幾つかの課題を克服する必要がある。

充放電などを繰り返すと材料が劣化するため、安定して

電気を発生する新技術の開発や、発火などの問題を起こ

さないよう安全性の向上につながる研究も不可欠である。

（日本経済新聞１１月１６日）  
（７）ホンダ 
 ホンダは１１月１２日、米ロサンゼルスで１９日から

開かれる“2013ロサンゼルスオートショ―”で、新型の

ＦＣＶの試作車を展示した。車名は“ホンダＦＣＶコン

セプト”で、スケッチを公開した。市販車は１５年に日

米で発売し、その後に欧州で投入する計画だ。出展する

車両は０８年にリース販売を始めた“ＦＣＸクラリティ”

の後継車モデル。ＦＣの大きさを同社従来型の約２/３に

抑え、大人５人が楽に座れるスペースを確保した。水素

１回の充填で約４８０km 以上走行できる。（日本経済、

産経、電気、日経産業、日刊工業、日刊自動車、京都、

中日、岐阜、福井、西日本、中国、北日本、四国、埼玉、

山梨日日、宮崎日日、熊本日日、山口、高知、富山、長

崎、佐賀、北国、山陽、山形新聞、フジサンケイビジネ

スアイ、千葉、新潟、岩手、東奥、日報、琉球、河北、

秋田魁新報１３年１１月１３日、２０日、２１日、２２

日） 
 ホンダは超小型ＥＶ“MC-β”を公開した。「街づく

りと密接に関連する乗り物なので、利用シーンと客層が

どうマッチするか見極めたい」と全国３カ所で実証実験

しニーズを探る。（日刊工業新聞１３年１１月２２日） 
（８）独ＢＭＷ日本法人 
 独ＢＭＷの日本法人は１１月１３日、ＥＶとＰＨＶの

“BMWi”シリーズを日本で発売すると発表した。小型

ＥＶの“ｉ３”を 2014 年４月から、スポーツカーのＰ

ＨＶ“ｉ８”を１４年夏から発売する。同シリーズは同

社初めてのＥＶとＰＨＶ。価格は消費税８％を適用した

場合で“ｉ３”が４９９万円から、“ｉ８”は１９１７万

円。“ｉ３”の航続距離は約１６０kmで、急速充電器を

使用すれば３０分で充電が完了する。“ｉ３”は航続距離

を伸ばす装置をオプションで装備すれば 大３００km
まで伸ばすことが可能と云う。（日本経済新聞１３年１１

月１３日、１４日） 
（９）トヨタ 
 トヨタ自動車は１１月１４日、ＦＣバスを非常時大容

量発電機として活用し、建物に給電するシステムの実証

実験をとよたエコフルタウン（豊田市）で公開実施した。

供給量は一般家庭で約４０日分。（毎日、日本経済、日刊

工業、東京、神戸、中日、静岡、岐阜新聞１３年１１月

１５日、奈良新聞１１月１６日） 
（１０）ヤマハ発 
 ヤマハ発動機は１１月２０日、小型４輪事業で初の試

作車を東京モーターショウで公開した。２人乗りで排気

量１０００ccのガソリン車と、出力２５kWの電気モー

ターを搭載したＥＶの２タイプの開発を進める。2020
年までに世界で発売する計画である。（日本経済、神戸、

大阪日日、神奈川、愛媛、山口、山陽、福井、富山、岐

阜、茨城、長崎、佐賀、徳島、高知、四国、山形、上毛、

下野、日本海、北国、北日本、南日本、信濃毎日、宮崎

日日、熊本日日、大分合同新聞、琉球新報、福島民報、

沖縄タイムス１３年１１月２１日） 
（１１）現代自動車 
 韓国・現代自動車は１１月２０日、2014年春から米ロ

サンゼルスでＦＣＶのリース販売を始めると発表した。

ＳＵＶ“ツーソン”をベースとしたＦＣＶで、現代自動

車は「量産は初めて」としている。月４９０ドルでリー

ス販売する計画。同社のＦＣＶは水素を１度補給すれば

５００km 近く走れる。水素の補給時間は、現代自が１

０分程度かかるのに対し、トヨタとホンダは３分程度で

済む。（日本経済、北国新聞１３年１１月２２日） 
（１２）三菱重と日立 
 三菱重工業と日立製作所は欧州のスマートコミュニテ

―関連事業化に乗り出す。来春にスペイン・マラガ市で

ＥＶを使って余剰電力をためたり、需給逼迫時には充電

時間をずらしたりして調整する実験を開始。ドイツやス

ペインで再生可能エネルギーと組み合わせた新サービス

を売り込む。ＥＶは三菱自動車の“アイ・ミーブ”１６

０台と日産自動車の“リース”４０台で、住民はリース

で利用でききる。三菱重工は日本発の“チャデモ”規格

のＥＶ向け急速充電システムを９台提供する。（日本経済

新聞１３年１１月２２日） 
（１３）広州モーターショウ 
 １１月２１日に中国広東省で始まった“広州モーター

ショウ”で、日産は中国独自のブランド“ヴェヌーシア”

のＥＶを１４年から発売すると発表した。ＥＶ“リーフ”

で蓄積した技術をもとに、中国の道路事情を踏まえたク

ルマを「１５年まで」としていた期限を待たずに投入す
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る。中国における１２年のＥＶ、ＰＨＶの販売台数はそ

れぞれ１万台、１５００台。（日本経済、東京、中日新聞

１３年１１月２２日） 
（１４）興和 
 興和（名古屋市）子会社のコボット（福岡県）の超小

型ＥＶ“コボット・シータ”は福岡県宗像市の大島で実

証実験を行っている。事業化はまだ検討段階だが、「２人

単位の手軽な移動にはニーズがあると感じる。観光地や

過疎地で展開を広げたい」。（日刊工業新聞１３年１１月

２２日） 
 
５．水素ステーション関連技術開発と事業展開 
（１）大阪ガス 
 大阪ガスは１０月２８日、水素ステーション向けの大

容量モデルの水素発生装置を開発、世界 高レベルの高

効率で水素を生産する装置“HYSERVE-300”を１２月

１日に発売すると発表した。都市ガスと水蒸気を反応さ

せて水素を取り出す水素精製工程において、容器に充填

した吸着剤に不純物を吸着させて除去する技術（PSA）
に真空再生方式を採用、その結果生産効率を従来機種の

７１％から７９％に向上させた。新製品は、幅７.５m、

奥行き３m、高さ３.３m、水素生産量は従来比３倍の３

００m3/h、従来方式に比べて設置面積を約４２％、設備

コストを約５０％削減した。ＦＣＶ５~６台をフル充填

できる。価格は１台２億円弱/台を想定。（毎日、日本経

済、日経産業、日刊工業、電気、北日本新聞１３年１０

月２９日、京都新聞１０月３０日、大阪日日新聞１１月

１日） 
（２）豊田通商 
 豊田通商は１０月２８日、日本エア・リキード（東京

都）とＦＣＶ向けの水素ステーション事業で新会社を設

立することで合意したと発表した。新会社は“豊通エア・

リキードハイドロジェンエナジー”で資本金は５億円。

新会社は 2014 年末までに名古屋市熱田と豊田市深田町

に水素ステーションを設置する計画である。（日刊工業、

中日、中国、岐阜新聞、フジサンケイビジネスアイ１３

年１０月２９日、電気新聞、化学工業日報１３年１０月

３０日） 
（３）千代田化工 
 千代田化工建設が 2015 年度に京浜地区の川崎臨海部

で稼働を予定する水素供給基地計画において、製油所や

化学プラントなど大口重要家向けの水素販売価格が３０

円/Nm3 程度となる見通しであることが分かった。水素

輸送・貯蔵技術の基盤は有機ケミカルハイドライド

（OCH）法、トルエンに大量の水素を化合させてメチル

シクロヘキサンを製造し、独自の触媒を用いて再び水素

だけを取り出すことができる。通常の水素輸送は高圧で

圧縮してシリンダーに充填したり、－２５３℃以下に冷

却して液化する必要があるが、OCH 法は水素を液化し

て常温で貯蔵・輸送できる強みを持つ。（化学工業日報１

３年１０月３１日） 
 千代田化工建設は、2014年度に水素販売会社を設立し、

水素供給事業を本格的に立ち上げる。同社は独自開発し

た脱水素触媒を用いた水素輸送チェーンの確立を目指し

ており、中東で購入した余剰水素を日本に輸送し卸販売

を行う。協業による事業化を目指しており、１４年度中

に販売会社を設立する。（化学工業日報１３年１１月１１

日） 
（４）神戸製鋼 
 神戸製鋼所は、水素ステーションの小型化に貢献する

拡散接合型コンパクト熱交換器“DCHE”を開発し、本

格販売を開始する。DCHEは金属板に微細な流路を加工

し、複数枚を積層して拡散接合して製造する。拡散接合

とは、ステンレス、ニッケル、チタンなどの母材を加工

して接合面積に生じる原子の拡散を利用して接合する方

法で、母材同等の強度が得られる。２つの流路に異なる

流体を流すと流体間で熱交換が行われる。流路をたくさ

ん形成することで流体当たりの表面積を大きくすること

ができ、チューブを用いる従来型の熱交換器に比べ大幅

に小型化することができる。拡散接合技術により形成し

たマイクロチャネル方式の熱交換器は、耐圧性能、耐熱

性能にも優れており、設置面積を従来の二重管式熱交換

器に比べ設置面積を１/３０から１/１００にすることが

可能であるため、小型化が求められている水素ステーシ

ョンに組み込むことができる。（化学工業日報１３年１１

月５日） 
（５）HySUT 
 水素供給・利用技術研究組合（HySUT）は、第４３

回東京モーターショウ 2013 と第８回大阪モーターショ

ウの出展概要を発表した。水素ステーションを模したブ

ースとともに、ＦＣＶや水素を補給するためのディスペ

ンサーを展示、水素ステーションの構造や安全対策など

を紹介する。（日刊自動車新聞１３年１１月７日） 
 HySUT は１３年度内に、ＦＣＶ用水素スタンドを現

状比２倍の３６カ所に拡充する。経産省の技術実証計画

の一環で、１５年度まで政府目標の１００カ所を整備す

る計画（日刊工業新聞１３年１１月２１日） 
（６）岩谷産業 
 岩谷産業は来年にもＦＣＶなどに使う水素ステ―ショ

ンの基幹装置の生産を始める。現在は独リンデが開発し

た装置を輸入しているが、内製化することで製造コスト

を抑える。2015年を目途に、水素の貯蔵タンクや建屋な

どを含む水素ステーション全体の建設費を現在の半分以

下の２億円程度に引き下げたい考えだ。生産するのは貯
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蔵タンクから水素を圧縮し、車に充填する部分。水素圧

縮機や冷却装置、熱交換器などは外部調達して組み立て

る。製造にはリンデの技術指導を仰ぐ。一部部材はドイ

ツから輸入するが、大部分は国産部品を使う予定。当初

は年間１０台程度の生産を見込んでいる。（日本経済新聞

１３年１１月１６日） 
（７）中国工業 
 ガス容器製造の 大手、中国工業（呉市）は１１月１

８日、炭素繊維強化プラスチック（CFRP）を使った水

素のボンベを開発したと発表した。大気圧の３６００倍

に耐えられる容量１２L の小型容器を開発した。圧力容

器の内側に特殊樹脂を用い、樹脂を浸した炭素繊維を巻

き付けて強度を高めた。強度を保ちながら従来より低価

格、大型化し易い。水素ステーション向けに、繰り返し

１０万回以上使える容量３００L（直径４５cm、長さ２.
８m、重さ５００kg）の製品化を進める。３００L容器

の価格は１千万円を想定。2018年の販売開始を目指す。

（中国新聞１３年１１月１９日） 
（８）サムテック 
 サムテック（大阪府柏原市）は、水素ステーション向

けの貯蔵タンクの量産を１３年度内にも開始する。アル

ミ製のタンクに炭素繊維を巻き付けて強度を高めた構造

で、高圧の水素を蓄えられ、価格は従来の２/３以下に抑

える。国内の水素ステーションで６割以上のシェア獲得

を目指す。タンクはＪＸ日鉱日石エネルギー、九州大学

と共同開発した。（日経産業新聞１３年１１月２０日） 
 
６．ＦＣシステム関連の開発研究 
 三菱重工は JAMSTEC と共同で開発した新発想の閉

鎖式ＦＣシステムが、実海域で海中の観測機器へ電力を

供給する試験に成功したと発表した。ガス循環系に新た

な構造を採用し、これまでの技術的課題をクリアした小

型のＦＣシステムで、この成功により、従来の蓄電池に

代わって海底設置型の観測機器や海中探査船を長時間稼

働させるための海中電源として役割を果たすことができ

る。今回実海域試験に成功したのは、固体高分子形の高

効率マルチ・レス（ＨＥＭＬ）ＦＣシステム。JAMSTEC
の海洋調査用曳航体“ディープ・トウ”に搭載したＦＣ

システムを水深１８０mまで潜行させ、２つの観測機器

に同時に電力を供給したもので、その結果、安定的な電

力供給とそれを受けた機器の継続的な観測が確認された。

（日本海事新聞１３年１１月１４日、化学工業日報１１

月１５日、電気新聞１１月１８日） 
 
７．企業・団体による事業展開 
 京都高度技術研究所は、化学分野に特化した研究開発

を推進する“京都市成長産業創造センター”（ACT京都）

を開設した。共同研究用ラボは現在、１０件の研究テー

マを決定。京大の北川進教授らがエネルギー原料となる

ガス（水素やＣＯ２）を貯蔵・分離するための材料研究

を行う他、ロームなどが固体水素循環型ＦＣシステムの

開発を進める。（日刊工業新聞１３年１１月１４日） 
 
- This edition is made up as of November 22, 2013 - 

 


