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高圧水素ｶﾞｽ雰囲気下材料試験装置

使用圧力 ：最大120MPa

使用温度 ：-50℃~120℃

容器内法寸法 ：φ150×450mm [A286]

軸力支持方式 ：ﾌﾟﾚｽﾌﾚｰﾑ [K-TEN780A]

試験片取出方式 ：下方取出

圧力制御操作 ：手動操作

温度制御操作 ：恒温槽＆ｼﾞｬｹｯﾄ

試験機動的荷重 ：最大100kN

装置本体全体

圧縮機圧力容器部分
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世界トップクラスのレシプロ圧縮機メーカー

● 1915年、日本初の国産1号機のレシプロ圧縮機を製作
●神戸製鋼所は、GE Nuovo Pignore(伊)・Dresser-Rand(米)・Burckhardt(スイス）・Thomassen(蘭) 
に並ぶ世界トップクラスのプロセス用レシプロ圧縮機メーカ

水素プラント用圧縮機 (水素ボンベ充填用、20MPaクラス)
国内シェア No.1 全国に約20ヶ所納入

水素ステーション用圧縮機 独自開発
100MPa / 50 Nm3/h (無給油式)を世界で初めて商品化 (2003年)

岩谷産業殿研究所で今でも高圧水素機器の開発・検証にご利用
いただいています。
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水素インフラ用圧縮機の実績

直接充填方式水素ステーション用圧縮機の研究開発

NEDO技術開発機構 2011~2012年
試作機の開発・設計・製作、および運転検証

大型化
インバーターの採用（頻繁な起動停止・流量変化運転）
無給油レシプロとし、燃料電池への将来的な影響に配慮

現在も継続研究中



写真提供：JX日鉱日石エネルギー殿

HySUT・海老名中央水素ステーション
に納入した高圧・低圧パッケージユニット
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“ＨｙＡＣ” ハイアック

特徴 ・ 無給油 ピストン式
・ インバータによる容量調整 （大容量圧縮機）
・ コンパクト熱交換器との組合せによる小型化 （省スペース）
・ 低圧圧縮機と高圧圧縮機を１パッケージ化

約1MPaの水素を約80MPaまで昇圧
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吸込圧力0.6MPa
低圧圧縮機

40MPa×300Nm3/h
高圧圧縮機

82MPa×1200Nm3/h
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写真提供：JX日鉱日石エネルギー殿

右：HySUT・海老名中央水素ステーション
タツノ殿水素ディスペンサーに組み込んだ
100MPa・-40℃まで冷却する
コンパクトなプレクーラー

P.10



ALEXのご紹介（当社の基盤技術）

＊コンパクト熱交換器である ALEX=Brazed ALuminum Plate-fin Heat EXchanger,を
40年以上製作した実績があり、この種の熱交換器の性能設計および製造技術を有する。

＊これらの技術をもとに、
マイクロチャネル熱交換器(DCHE)および反応器(SMCR)の開発を行っている。

DCHE (Diffusion bonded Compact Heat Exchanger)
SMCR (Stacked Multi- Channel Reactor)   

P.11



DCHE 製作の流れおよび特徴

SUS316Lなど

素材 化学エッチング

流路形成

拡散接合積層

＜特徴＞ ①耐圧性能、耐熱性(高温、低温）に優れる。
(拡散接合によりSUS316L母材と同等)

②伝熱性能に優れコンパクト
（単位体積あたりの伝熱面積が大きい、Shell&Tubeの約1/10サイズ)

③多流体熱交換器の設計が可能
（プレートの積層 組合わせで複数の熱交換器を一体化可能)

＜製作方法＞

流路

接合面

接合部 断面写真
エッチング流路

接合体 外観

＊拡散接合
母材を密着させ、母材の融点以下
の温度条件で、塑性変形をできるだ
け生じない程度に加圧して、接合面
間に生じる原子の拡散を利用して接
合する方法。(JIS Z3001 溶接用語
より抜粋)
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HySUT 海老名中央水素ステーションで
採用いただいたディスペンサー用プレクーラー
HySUT 海老名中央水素ステーションで
採用いただいたディスペンサー用プレクーラー
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写真提供：JX日鉱日石エネルギー殿
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水素向け材料に関する取り組み

水素脆性の影響度評価を実施し、社内にノウハウを蓄積中。

＜実施体制＞

対象例：
SUS316L・・・拡散接合部の影響（低温、高温）
SUH660相当・・・圧縮機シリンダーに用いる高強度材料

（常温、高温）

（機器：事業部）

（材料：研究所） （評価：コベルコ科研）

機器設計・使用条件決定

材料設計 評価手法・試験装置
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水素ステーション
エンジニアリング
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2014年度版 候補ガソリンスタンドに対して敷地面積が大きな課題
機能を徹底的に絞り、パッケージ化
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神戸製鋼 圧縮機系の汎用ユニット製品群
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ｽｸﾘｭ式
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ
「HEM/HR」

ｽｸﾘｭ式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌ
蒸気供給ｼｽﾃﾑ

「SGH」

ｽｸﾘｭ式冷凍機
「iZα」

ｽｸﾘｭ式蒸気圧縮機
「MSRC」

ｽｸﾘｭ式蒸気発電機
「スチームスター」

ｵｲﾙﾌﾘｰｽｸﾘｭ式圧縮機
「Emeraude」

ｽｸﾘｭ式圧縮熱回収
蒸気駆動式圧縮機

「Kobelion-SD」

ﾄﾞﾗｲｽｸﾘｭ式圧縮機
「KS」

半密閉スクリュ式
バイナリー発電機

「マイクロバイナリー」



KOBELCO COMPRESSORS AMERICA, INC
コベルコ・コンプレッサ・アメリカ.

カリフォルニア州 コロナに圧縮機を組
み込んだパッケージユニット工場

→ 技術検証後、米国での事業展開
も視野に。
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機器・製品メーカーからみたコストダウンへの取り組み

・高圧ガス保安法の厳しさが主で全体コストが2倍,3倍になることはないと考えます。
機器メーカーとして圧縮機・熱交換器などは、海外に輸出し国際商戦で海外勢と競って
いますが、日本向けと海外向けで機器価格が大きく異なることはないと考えています。

・海外と国内の価格の違いは、仕様の違いが一番なのではないでしょうか?
海外ステーションの価格が安いという議論において、仕様と価格がセットになって議論
されていません。
日本ではMETI殿／NeV殿で将来・FCV一般販売以降を見越した本格的仕様での公募
がなされています。 （640kg/D = 300Nm3/h ⇔ 海外のステーションは100～200kg/D )
海外では、自社保有ステーション用の価格であり仕様は日本のものとかなり違うのでは・・。

・前提となる、気温の設定も大きく違う可能性
外気温を日本の夏の最高気温35℃を前提として設計すると、欧州の20℃を前提とした
設計とでは40℃の水を冷却する場合、40℃／35℃ と 40℃／20℃とでは
伝熱面積で３倍違ってしまいます。

１）日本の水素ステーションと海外の水素ステーションを比較し、
日本の水素ステーションの価格が高いのは・・・
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１） バックデータ①
公開情報によるアメリカ・カリフォルニア州の水素ステーションの平均的規模



0.75kg/hの高圧圧縮機 ⇒ 6.7時間／台
＊（公開情報であるが元情報の精査必要）

平成24年度経済産業省委託事業
平成24年度水素ネットワーク構築導管保安技術調査事業報告書（公開情報）より
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１） バックデータ ②
公開情報によるアメリカ・カリフォルニア州の水素ステーションの機器仕様

右： Torranceのステーションの圧縮機
＝処理仕様として大きな仕様のものではありません。

日本で求められている仕様と同じとは思えません。

プラント設備として、価格と同時に仕様自体を比較すべき



ステーション 所有・運用形態 水素製造方法 充填圧力
水素供給
能力

Total Cost
Estimated

Torrance
米国トヨタ敷地で、SHELL
に委託

化学工業用水素パイプラインから
一部抜出

35/70MPa 50kg/日 Estimated

Harborcity
Chevronの民間ガソリン
スタンドオーナーの所有
狭小スタンド

APCIの50MPaガスチューブトレー
ラーを陸置き

35/70MPa 100kg/日 $2.5 million

Fountain　valley
下水処理場・ハイウェイ出
入り口直近にある専用ス
タンド

下水処理場の発酵メタンを溶融炭
酸塩型燃料電池で利用したときの
排ガスとしてでてくる水素

35/70MPa 100kg/日 $8.2 million

Irvine
大学（UCI）所有の専用ス
テーション

液体水素を気化して利用 35/70MPa 100kg/日

Newportbeach

SHELLの民間ガソリンス
タンド
大規模スタンドで設備も
十分な敷地

SMR改質して水素を製造 35/70MPa 100kg/日 $4.0 million

Emeryville
路線バス用大規模ステー
ション

太陽光による水電解水素製造 35/70MPa 60kg/日 $5.6 million

１） バックデータ ③
米国CA州カリフォルニア州の水素ステーション状況

CAのステーションは機器という観点からは、いずれも小規模なステーションで、様々な形態のもの
を実証しているというイメージでは・・。
FCV自体も市場にない状況であり、海外STは最適化が図られているわけではなく、
日本の5年くらい前の状況のイメージなのでは？
規模・仕様の小さなステーションの価格が安いのは当然です。

P.28

Estimated costに関しては、http://www1.eere.energy.gov/hydrogenandfuelcells/
‘State Experience in Hydrogen Infrastructure in California’より



空気

40℃ 45℃

圧縮機 120℃

Q kW

Q kW

45℃

熱交換器

熱交換器
(Air Fin)

空気

35℃

40℃ 45℃

圧縮機 120℃

Q kW

Q kW

45℃

熱交換器

熱交換器
(Air Fin)

20℃

A2

A1 B1

B2 A2

A1 B1

B2

Q = UA△TLMTD

Q: 熱交換量
U： 総括伝熱係数
A： 伝熱係数
△TLMTD： 対数平均温度差

△A=A2-A1
△B=B2-B1

△TLMTD： = (△B-△A) / ln(△B/△A)

<Case1> <Case2>

△A=40-20=20℃
△B=45-20=25℃

△TLMTD= (25-20)/ln(25/20) =22.4℃

△A=40-35=5℃
△B=45-35=10℃

△TLMTD= (25-20)/ln(25/20) =7.2℃

＊熱交換量Q、総括伝熱係数Uが一定と仮定すると、
対数平均温度差△TLMTDで約3倍 ⇒ 伝熱面積A（熱交換器サイズ）が３倍異なる。

１）バックデータ④
国内・海外の違いとして、欧米と日本の夏の気温の違い（例えば20℃ vs 35℃と設定）
だけでも熱交換器の機器ハード設計が大きく異なる。 国内と海外の仕様の違いも認識すべき。
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２）大きなコストダウンに必要なことは
①仕様の明確化
②全体設計による簡素化
③量産効果による製造コストダウン

今回のパッケージの考え方

● 仕様を極力絞ること （初期型モデルとしての提案）
差圧充填を想定した小容量圧縮機

ただし1台で82MPaまで一気に昇圧
タンクは最低限とし増設対応可能にする。
他にも考え方はあると思いますが・・

直接充填に拘らないシステムの提案

● フットプリントを小さくすること
水素STを設置できるガソリン・CNGスタンド候補を
極力増やす

● コストダウンすること
・ バラバラのものをまず一体化した
・ フットプリント → 土建工事の極小化
・ 現地工事の最小化 → 工事部分の内製・工期短縮
・ 冷凍機や圧縮機、タンク容量を最適化

＊当社としては圧縮機・冷凍機・熱交換器などは内製
継続して量産できればさらにコストダウンも可能に P.30



３）機器・製品メーカーにとっての課題

● 様々な課題・求められる仕様が混在し、決められない・もしくはわからないため混乱している。
・直接充填・差圧充填
・充填プロトコル （ 水素温度 ＜‐40℃・ ‐ 30℃・ ‐ 20℃＞）

（ 流量変化幅 ）
・装置規模の前提 （ N台／時間 ・ N台連続充填 ・ 連続充填時間間隔 ）
・充填圧力 （ 70MPa, 82MPa, 87.5MPa ）
・装置規模 （ 吸込圧力・吐出圧力・処理量 ）

＜インフラ向けとして重要な機器を最適設計できるために、コンパクト化・使いやすさを追求できるが、
上記要求が混在する現状は、非汎用的な設計、ものづくりとならざるを得ません。 ＞

● コストダウン検討にもコストはかかる

・特に、超高圧機器は、製作に時間／コストがかかります。
非汎用の業務内容で、汎用のコストは無理。

・本来は、「作って・試して・修正して・試して・作り直す」の繰り返しによる最適化を
通した低コスト化が必要 （FCVが１億円から数百万円に下がっていったように・・・）
設計・製作に１年近くかかり、実験・改造も含めると１サイクルに最低2年。

・議論されるコストダウンアイデア・内容が、この数年・数ヶ月でもどんどん変わっている。
高圧機器・プロセスの開発は、将来を見通したアクションが必要。

メーカー単独で達成できるものではなく、皆様にご提案・ご協力をお願いすることしかできませんが、
スピード感がもっとも重要であると考えます。 P.31



● 納期の問題

高圧機器・大型機器の場合、非汎用であれば通常受注から試運転完了まで長期間かかる。
仕様が統一され、繰り返し生産できるようになれば納期短縮も可能になりますが、今は仕様が流動的
であるため、ほとんど非汎用と同等のステップでの設計・製作となっています。

仕様検討を行い、使いやすいステーションを目指し試行錯誤が続く状況下、納期短縮が難しく一番の
ネックになっています。
納期を短縮するために様々な検討を行いますが、無理な納期短縮はコストアップの要因となります。
（ 市場として落ち着き、安定して生産できるようになれば別だと思いますが・・・・）

今のような混沌とした状況下、高圧機器を同時期に発注・同時の検収ということになると社内検査や
現地検査が各ユーザー様で重なることもコスト削減を難しくすると予想されます。

● 市況の問題

工場向けのような大型の設備機器には、市況が大きく影響します。
景気が回復すれば、材料費や工事費用も高騰しますし、特に現地工事費用は大きく影響をうけます。

P.32



●FCVを一般販売し、普及を目指すのであれば、高圧ステーション用機器の開発・最適化は必要

現今の状況下、スピード感が最優先！

・METI殿／NEDO殿プログラムの意義は高く、
欧・米の機器が日本製のものより一概に進んでいる・安いということはないと思います。

・METI殿／NeV殿公募仕様 （中型）300Nm3/h
国際マーケットにはこの様な仕様のステーション・機器がまだほとんどないのでは？

だからこそ、
本格普及期を目指した取り組みとして重要。 最適化・低コスト化・実用化が必須。

日本としては、海外製品を輸入できるようにすることよりも、
FCVとともに技術パッケージとして 海外に輸出できるような取り組みを行うことこそ、

（長期的には）低コスト化に資するのではないでしょうか？

P.33



ＦＣＶの拓く 新しいエネルギーの世界へ

ご清聴ありがとうございました。

P.34


