
エネルギ 貯蔵媒体として水素を活用するエネルギ－貯蔵媒体として水素を活用する

再生可能エネルギ－システム開発



山口県の取組

山口県における水素社会形成に向けた取組の背景

産業技術セ タ 取組

強みを活かして 力を伸ばして 創造する

山口県の取組 産業技術センターの取組

新エネルギー利活用プロジェクト

次世代産業参入に向けた産学公連携プロジェクトの推進
目 標

輝く 活力あふれる産業集積県 やまぐち

やまぐち産業戦略推進計画

新エネルギー利活用プロジェクト

新エネルギー研究会

分科会やまぐち産業戦略推進計画
○水素･再生可能エネルギー利用分科会

○スマートファクトリー分科会
連携

○液化水素エネルギー分科会五つの重点戦略のひとつ

次代を担う｢水素等関連産業育成･集積戦略｣

■ 水素利活用による産業振興と地域づくり

○液化水素エネルギ 分科会五つの重点戦略のひとつ

○セミナー開催

○産学公連携による試作開発

■ 環境･エネルギー産業の育成･集積
産総研による技術支援

世界・国の趨勢

○「科学技術イノベ－ション総合戦略」
(H25.6.7 閣議決定)
「クリ で経済的な ネルギ シ テム 実現

○コンビナート企業群を核とする基礎素材型産業
の集積

山口県のポテンシャル

→「クリーンで経済的なエネルギ－システムの実現」

○低炭素社会とエネルギーセキュリティの両立
→ 水素エネルギーへの期待

○産学公連携による積極的な取組

○全国有数の水素生産量、地理的環境による多様
な再生可能エネルギー（地産エネルギー）



産業技術センタ－が実施している新エネルギ－利活用プロジェクト

県内産資源（エネルギー・省エネルギー機器・ものづくり技術）を活用した
エネルギー利用システム及びスマートファクトリーの可能性調査や技術検証を通じて、

新エネルギー関連の新産業創出のために必要となる要素技術を開拓する。

分科会 オープンイノベーション

新エネルギー研究会

水素・再生可能エネルギー利用分科会
※ 水素･再生可能エネルギー利用システムの開発

分科会

県内企業
参加

事業化

事業化

オ プンイノベ ション

スマートファクトリー分科会
※ スマートファクトリーモデルの開発

・県内企業

・大学等

参加

公開
事業化

様々な

技術
シーズ
獲得

液化水素エネルギ 分科会 様々な
事業化
の実現

試作開発

液化水素エネルギー分科会
※ 液化水素エネルギー利用製品の試作開発

実証実験

新

 それぞれの保有技術・知識・情報を持って参画
能な 情報 技術を 有

会員の責務 助成金･補助金など
競争的資金の獲得

 可能な限り情報・技術を共有
 分科会で得られた情報等については守秘義務 → 秘密保持誓約
 様々な観点からの技術検証と技術獲得による事業化の推進



産総研との連携

セミナ 講師

○平成24年度第1回新エネルギー研究会（平成24年6月8日）

セミナー講師

「水素をエネルギー貯蔵媒体に活用した再生可能エネルギー利用システム開
発の取組と今後の展望」

エネルギー技術研究部門 統合水素システムグループ 前田哲彦 氏ネ ギ 技術研究部門 統合水素 テムグ 前 哲彦 氏

○平成24年度第2回新エネルギー研究会（平成24年12月12日）

「電気・熱・水素による分散型エネルギーネットワーク」

エネルギー技術研究部門 エネルギーネットワークグループ 安芸裕久 氏

情報交換情報交換

○水素･再生可能エネルギー利用システム施設見学と意見交換
（平成24年6月8日）

技術支援

○基礎研究から製品化研究までの本格研究成果を活かした「エネルギ－貯蔵媒○基礎研究から製品化研究までの本格研究成果を活かした エネルギ 貯蔵媒
体として水素を活用する再生可能エネルギ－システム」への技術支援

（平成2５年７月～）



県 県内企業新エネルギ 研究会 参加

産業技術センタ－が実施している新エネルギ－利活用プロジェクト

・県
・産技C

・県内企業
・大学等

新エネルギー研究会
「水素･再生可能エネルギー利用分科会」

参加
企画

開発 オープンイノベーション 公開
試作
委託

系統側

水素

将来システム導入
が想定される対象H23年度試作範囲

オ プンイノ ション委託

水素
貯蔵

H2

水素
発生
装置

燃料
電池

太陽光発電
中小企業

工場・事業所
電力

H2

蓄電池
一般家庭 商業施設水素供給

インフラインフラ ※ 点線部分は未設置

H24年度の取組

②県内企業との連携

①利用目的の明確化

可搬式住居とコンバートEVに
対応したエネルギーシステムの

開発テーマ

③エネルギーシステ
ムの問題点改良

対応したエネルギーシステムの
開発



②最適な電力制御シス ④水素利用の安定化と

平成２４年度実施の水素・再生可能性エネルギ－利用システムの改良

H23年度試作範囲

②最適な電力制御シス
テムへの改良

④水素利用の安定化と
安全性強化 ⑥エネルギー消費の遠隔

監視システム開発

水素
貯蔵

H2

水素
発生
装置

燃料
電池

太陽光発電

電力

H2 ⑦可搬式住居へ
の電力供給

可搬式住居

⑤電力需要･供給の

鉛蓄電池

水素ガ 容器

可搬式電源

⑤電力需要 供給の
シミュレーション 鉛蓄電池水素ガス容器

①可搬式電源システム開発

コンバートEV ③コンバートEVとの接続

再 能 ギ 太陽光 利活用 る ギ 貯蔵媒体 水素を利用○再生可能エネルギー(太陽光)の利活用におけるエネルギー貯蔵媒体に水素を利用。
○水素貯蔵の特徴
・放電がないため長期間貯蔵が可能である。
液化や貯蔵合金のように貯蔵方法によ てはエネルギ 密度が高い・液化や貯蔵合金のように貯蔵方法によってはエネルギー密度が高い。

○エネルギーの自給自足､通常時の電力ピークカット､非常時用電源などエネルギー
需要に併せて様々な利用。



分担課題（⻑州産業㈱ オムロン㈱）
平成２４年度実施の水素・再生可能性エネルギ－利用システムの改良

分担課題（⻑州産業㈱・オムロン㈱）
「①可搬式電源システム開発：太陽光パネルの簡易設置システムの試作」
【現状】太陽光パネルは屋上もしくは地上に設置するが ⾵⾬等の対策のため架台に頑丈に取り付け【現状】太陽光パネルは屋上もしくは地上に設置するが、⾵⾬等の対策のため架台に頑丈に取り付け
のが通常である。
可搬式住居においても屋上設置をすることになるが、⾯積が少ないため1kW以上のパネルを設置す

ことができない。ことができない。
【改良】仮設や可搬を考慮した太陽光パネルの簡易設置システムを検討する。 具体的にはフィルム
の太陽光パネルを利⽤して、折りたたみ式や壁⾯貼り付け式等の⽅式を検討し発電量等の検討を⾏う

フィルム型太陽光パネル（地上設置） コントローラ・蓄電池
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フィルム型太陽光パネル（地上設置）

フィルム型太陽光パネル（壁掛・屋上設置）

コントロ ラ 蓄電池



分担課題（㈱TAMARU）
平成２４年度実施の水素・再生可能性エネルギ－利用システムの改良

分担課題（㈱TAMARU）
【現状】AC100Vで充電された電気は⾛⾏意外に使⽤することは無い。
【改良】コンバ トEVを蓄電池としてエネルギ システムに組み込む⽅法を検討する

「コンバートEVの改良」

【改良】コンバートEVを蓄電池としてエネルギーシステムに組み込む⽅法を検討する。
具体的にはコンバートEVの蓄電池とエネルギーシステムをDCラインで接続する。
AC100V出⼒付加する（単独での電⼒利⽤も可能）

コンバートEV

Page8DC出力コンバータ＆AC出力インバータ AC出力



新エネルギ－研究会「液化水素エネルギ－分科会」

背景： ①水素社会への進展（燃料電池、燃料電池車の普及）
②液化水素製造工場の進出（周南市）

③製缶・プラント技術 鋳造技術を有する中小企業③製缶・プラント技術、鋳造技術を有する中小企業

目的： 液化水素を利用する製品・技術・サービスの開発
同上の成果によるビジネスチャンスの創出

周南市に竣工した液化水素製造所周南市に竣 した液化水素製造所

水素エネルギー利用社会のイメージ 山口リッキッドハイドロジェン株式会社

・周南市に竣工した液化水素製造所
岩谷産業(株)と(株)トクヤマの合弁会社・岩谷産業(株)と(株)トクヤマの合弁会社

・平成２５年６月１１日竣工
・生産能力：3000L/H、液体水素貯蔵(270kL)2基



新エネルギ－研究会「液化水素エネルギ－分科会」

期待される成果

将来システム導入が想定される対象
想定される開発製品

期待される成果

液化水素エネルギー分科会
家庭用液化水素

水素ステーション用品

技術シーズ獲得水素ステーション

全国ガソリンスタンド数
H8 59 615

家庭用燃料電池

全国世帯数
H2:40670千軒

家庭用液化水素
高性能小型容器

ビジネス化サービス化 製品化

H8:59,615
H23：37,743

H2:40670千軒
H17：48225千軒

分科会会員

ビジネス化サ ビス化 製品化

ビジネスチャンスの創出
想定される応用物理現象

気体の液化

液体の固化

温度差発電技術

超伝導発電技術

想定される開発技術

冷却 等

応用技術分野

超伝導

超伝導発電技術

除湿技術

高冷却速度の冷却技術 等

発電 等



液化水素発電システムの概略



水素社会形成にまい進するドイツの取組（ドイツ視察報告）

視察の目的

進 素
★明治維新 長州 ファイブ

山口県において先進的に水素
社会形成に向けた取り組みを
加速させる。

明治維新 長州 ァ

①井上聞多（外交 父）→長州液水（液体水素）ファイブ ①井上聞多（外交の父）

②遠藤謹助（造幣の父）

③ 庸 （ 学 ）③山尾庸三（工学の父）

④伊藤俊輔（内閣の父）

⑤野村弥吉（鉄道 父）⑤野村弥吉（鉄道の父）

図 長州ファイブ

図 山口リッキッドハイドロジェン株式会社

図 長州ファイブ

図 山口リッキッドハイドロジェン株式会社



ベルリ 周辺 合計 つ 水素ｽﾃ ｼ ﾝ

ベルリン市の取組事例；水素ガス ステ－ション（ドイツ視察報告）

ベルリン周辺 合計4つの水素ｽﾃｰｼｮﾝ

ベルリン周辺 水素エンジン車 4台
燃料電池車 70 100台燃料電池車 70‐100台
（ドイツ全体の80%）

供給量
燃料電池車 水素エンジン車 40台/日（4 8k /台）

Shell, Sachsendammステーション

燃料電池車・水素エンジン車 40台/日（4‐8kg/台）

バス 2台/日（30kg/台）

水素ｴﾝｼﾞﾝ車への充填 風力発電の電気で、水素を製造し、水素ガス

水素を供給するステ－ションへ水素を供給する

水素はガソリン・軽油等と同じ燃料



中小企業工場の課題

中小企業工場におけるスマ－トファクトリ－モデル構築

中小企業工場の課題

エネルギー消費量低減によるコスト競争力の強化、
節電要請への対応、非常時の事業継続のためのエ

CO2排出量の削減

エネルギー需給対策 低炭素社会の実現

温湿度･CO2濃度の最適化、粉塵
等の削減

快適な労働環境の実現

構想案

県内産資源

節電要請への対応、非常時の事業継続のためのエ
ネルギー確保

等の削減

県内産エネルギー･製品･技術によるスマートファクトリーモデル

太陽光、風力、小水力、潮流、地熱、
水素、…

県内産エネルギー

県内産資源 県内産エネルギ 製品 技術によるスマ トファクトリ モデル

電力系統

情報網

太陽光発電 電力計測

イメージ

小型風車

太陽光発電パネル、太陽熱利用パネ
ル、LED照明、ヒートポンプ、蒸散

県内産創エネ･蓄エネ･
省エネ等関連製品

太陽光発電
ユニット小型風車

給
空調

照明
水電解ル、LED照明、ヒ トポンプ、蒸散

セラミックス、断熱材、地中熱利用
システム、バイオマスプラント、…

素材加工技術 機器設計･製作技術

県内ものづくり技術

地中熱

小水力
空調

エネルギー管理
システム…

給湯

装置

機械 機械

空調

H2

水電解
装置

水素貯蔵

燃料電池･
水素RE
コジェネ

レーション
システム

 スマ トファクトリ モデルの提案

期待される効果

素材加工技術、機器設計 製作技術、
情報・IT技術、…

地中熱

水素エネルギー供給システム

 スマートファクトリーモデルの提案
エネルギー需給対策の実現、生産性向上、労働環境改善、CO2排出量削減 → CO2排出量取引(国内CDM)

 新たな技術シーズの獲得
スマートファクトリーに適用可能な新製品開発・新事業の創出



エネルギ－監視システム設置モデル工場

開発するエネルギー監視システムを県内企業の工場に試験的
に設置して、エネルギーの「見える化」を検証

電力系統
イメージ

電力計測 情報網

電力計測
機器

電力計測
機器

空調
照明

エネルギー
… 装置

機械 機械

使用量表示

モデル工場の選定

○山陽食品工業(株)（山陽小野田市）：食品製造業

○(株)岩中製作所（岩国市） 金属製品製造業

計 ５社

○(株)岩中製作所（岩国市）：金属製品製造業

○(株)オーネックス山口工場（山陽小野田市）：熱処理加工業

○(株)広島企業 宇部テクノリサイクルセンター（宇部市）：再生樹脂ペ○(株)広島企業 宇部テクノリサイクルセンタ （宇部市）：再生樹脂ペ
レット製造業

○住吉工業(株) 前田事業所（下関市）：砕石製造業、産業廃棄物処分業



産技センタ のこれまでの取組により得られた知見に基づき 県内企業の

やまぐち県産マイクロ風力発電機の開発

産技セ タ 県内企業
素材加工技術、

産技センターのこれまでの取組により得られた知見に基づき、県内企業の
ものづくり技術を活用して「小型風力発電システム」の試作開発を行う

産技センター
シーズ

県内企業
ものづくり技術

素材加工技術、
機器設計･製作技術、
情報・IT技術、…

山口型小型風力発電システム

産技センターシーズ

○垂直軸型風車用ブレード形状設計指針

・様々な翼型のブレードを有する垂直軸型風車の性能(トルク･出力特性)データ

○風車制御技術○風車制御技術

・小型風車を低風速領域で使用することを考慮した最大出力点追従制御

対象企業対象企業
・自然エネルギーを活用した製品開発を検討している企業



産総研 福島再生可能エネルギ－研究所との今後の連携について

福島再生可能エネルギー研究所：純水素エネルギーシステム開発・実証

ト クトリ ネルギ 需給 デル 開発に向けた

連携・支援

スマートファクトリーエネルギー需給モデルの開発に向けた
フィ－ルドでの実証試験（予定）



ご 静 聴 あ り が と う ご ざ い ま し た


