
資料１ 

燃料電池の新たな用途について 
 
 

平成２６年３月２６日 
 

資源エネルギー庁 
燃料電池推進室 



１．燃料電池を活用した新たな輸送用途 



運輸部門のエネルギー消費量、CO2排出量
（2011年度）
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• より一層の耐久性や経済性が要求される業務用
車両等に対応するための技術開発が促進。 

効果①：燃料電池の技術開発 

 

• 多様な用途への燃料電池活用により、燃料電池
スタックや部材の流通量が増加。量産効果が生
じれば、価格低減にもつながる。 

効果②：量産効果 

 

• 用途拡大により水素需要が拡大すれば、水素供
給事業者の採算性改善や、水素価格低減につ
ながる。 

効果③：水素供給へのメリット 
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 運輸部門は、我が国のエネルギー消費及びＣＯ２排出量の約２割を占めており、使用燃料の大半を石油製
品に頼っている。このうち、自家用乗用車以外の業務用車両、船舶、鉄道等は約５０％を占めている。 
 

 こうした状況において、ガソリン車と同程度の実用化水準をほぼ達成している、自家用乗用車向けの燃料電
池を転用することで、バス、タクシーなどの業務用車両、フォークリフトなどの産業用車両をはじめとする様々
な輸送用途に燃料電池の活用を拡大することは、省エネルギーや省ＣＯ２等の観点から有効ではないか。 
 

 また、燃料電池の用途拡大に伴い、燃料電池全体の性能向上や低コスト化にもつながり得る。更に、燃料電
池の用途拡大に伴う水素需要の拡大によって、特に市場黎明期の水素供給事業者の経営を下支えすること
にもつながり得る。 
 

１-１．燃料電池を活用した新たな輸送用途（総論） 

運輸部門における用途拡大による副次的な効果 

燃料電池自動車：２０１５年市場投入 

運輸部門における用途拡大 

http://www.greenoptimistic.com/2012/10/24/fcs-alsterwasser-the-first-ship-powered-by-hydrogen-fuel-cells/fcs-alsterwasser-shows-off-the-viability-of-fuel-cells/


２．具体的な事例 
（１）燃料電池バス 
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 バスについては、主として大気汚染問題や地球温暖化の改善等の観点から、ＣＮＧバスや電気バス等の導
入が進められている。利用段階でＣＯ２を排出しない燃料電池バスもこうした流れへの貢献が期待される。 
 

 さらに、燃料電池バスは、災害時の非常用電源としての活用も期待される。 
 

 また、燃料電池バスは、通常の燃料電池自動車約５０台分の水素を需要するとの試算もあり、燃料電池自動
車市場の黎明期における安定的な水素需要源としても期待されている。 

２（１）-１．燃料電池バスとは 

環境に対応したバスの導入 

大気汚染問題 地球温暖化 

燃料電池バスからの外部給電により、避難所４～５日分の電力供
給が可能。 

ＥＶ ＦＣＶ 燃料電池バス 

燃料満タンでの
体育館給電時間 

５時間 
（１６～２４kWh） 

１日 
(１２０kWh) 

４～５日 
(４６０kWh) 

［非常時の外部電源供給ポテンシャル］ 

※体育館での電力必要量は約１００ｋＷｈ／日 

燃料電池バスの非常用電源としての活用 

※経済産業省委託事業「次世代エネルギー・社会システム実証事業」 
   「豊田市低炭素社会システム実証プロジェクト」の一環 

【出典】新エネルギー導入促進協議会ＨＰ 

環境にやさしいバスの導入 

ＣＮＧバス 
【出典】いすず自動車 

電気バス 
【出典】東芝 

燃料電池バス 
【出典】ＨｙＳＵＴ 
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 燃料電池バスは、国内でも実証用車両が製作され、走行実証が行われている。 
 

 また、乗用車向けの燃料電池スタックを転用する形で、２０１６年を目途に燃料電池バスを地域限定的に市
場投入すべく、開発が進められている。 
 
 

２（１）-２．燃料電池バスの現状 

燃料電池バスの実証走行 

 

空港リムジンバス 
 

空港ランプバス 
 

ターミナル連結バス 

羽田空港⇔ 
新宿駅西口／箱崎 
（130km／日） 

旅客ターミナル～ 
旅客機 

（20～30km／日） 

エアロプラザ～LCC
ターミナル 

（１４往復・77km／日） 

2011.4～2013.9 
計 40,000km走行 

（2台のうち、より長期間
運航されたバス） 

2011.4～2013.8 
計 12,500km走行 

（2台のうち、より長期間
運航されたバス） 

2011.4～運行中 
計 7,700km走行 

（2013.12までの実績） 

高速道路走行あり － － 

東京空港交通(株) ANA中部空港(株) 新関西国際空港(株) 

ＪＨＦＣプロジェクト（水素・燃料電池実証）において、３５ＭＰａ
の燃料電池バスの実証走行を通じた市場適合性を実証。 
 

季節間変動等の環境影響、燃費、航続距離、充填等のデー
タを取得。 
 

実証に選定した用途では、問題なく活用できることを確認。 

燃料電池バスの開発状況 

トヨタ自動車の燃料電池自動車に使用される燃料電池ス
タックを活用する形で、日野自動車において燃料電池バス
の開発を実施。 
 

３５ＭＰａの燃料電池バスについては実証済み。 
 

今後は７０ＭＰａに対応した燃料電池バスの開発が必要。 
  （※環境省の事業において開発中） 

２０１６年の市場投入を目指して開発を継続中 

（※）ただし、アフターサービス等との兼ね合いから
初期段階では投入地域が限定される見込み 

【出典】日野自動車 
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 海外においても、燃料電池バスの導入に向けて、温室効果ガスの排出削減効果等の影響評価や、商用化に
必要な燃料電池バスの性能向上等を目的とした、様々な実証が行われている。 
 

【参考】 海外における燃料電池バスの状況 

海外における燃料電池バスの実証状況 

アメリカ（カリフォルニア州） 欧州（ハンブルグ、ロンドン等） 韓 国 

プロジェクト
名 称 

Zero Emission Bay Area(ZEBA) Clean Hydrogen In European 
Cities (CHIC ) 

Fuel Cell Electric Vehicle 
demonstration and evaluation 

program 

内 容 

• 2006年からサンフランシスコ周
辺で実証を開始。 
 

• 12台の路線バスが運行中。 

• 2010年から欧州の各地で実証
を開始。 
 

• 37台の路線バスが運行中。
2016年までに26台を追加予定。 

• 2006年から2010年にかけて実
証を実施。 
 

• 4台のシャトルバスが運行。 

政府支援 

• 連邦政府： 
   －資金支援（エネルギー省(DOE)、 
     国家公共交通局(FTA)） 

   －データの分析支援（国立再生可能 
     エネルギー研究所(NREL)） 

• 州政府： 
   ゼロエミッション車導入の規制 

• 欧州委員会Fuel Cells and 
Hydrogen Joint Undertaking 
(FCH JU)がプロジェクト総額 

   8２００万ユーロのうち、２６００万  
   ユーロを補助。 
 

• 政府はプロジェクト総額4660万
ドルの半分を補助。 

【出典】各種資料より日本エネルギー経済研究所作成 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/First_London_fuel_cell_bus_WSH62995_(LK60_HPN)_VDL_SB200_Wrightbus_Pulsar,_Catherine_Street,_route_RV1,_20_May_2011.jpg


２．具体的な事例 
（２）燃料電池タクシー・ハイヤー 
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 タクシーについては、２０１３年１２月に発表された「低炭素社会実行計画」（全国ハイヤー・タクシー連合会）
において、２０２０年に全車両の３０％にハイブリッド車や電気自動車等の環境対応車を導入することで、 

   ２０１０年度比２０％のCO２削減を目指すこととしている。 
 

 現在、多くがLPG車となっているが、ハイブリッド車や電気自動車等の環境対応車の導入も進められており、
２０１１年現在で約４，０００台（２４万台中）の環境対応車が導入されている。燃料電池自動車もこうした流れ
に貢献し得る。 
 
 

２（２）-１．燃料電池タクシー・ハイヤー 

環境に対応したタクシー・ハイヤーの導入 タクシー・ハイヤーへの燃料電池自動車の導入 

ＪＨＦＣプロジェクトにおける実証 

空港ハイヤー 
充填拠点 
  ：成田水素ＳＴ 
成田空港～都内 
（100-250km/日） 

2011.9～運行中 
計 37,000km走行 
（2台のうちより長
期間運航された
ハイヤー） 

空港タクシー 
充填拠点 
  ：羽田水素ＳＴ 
ルート不定 

（タクシー運行） 

2011.4～2013.4 
計 17,200km走行 

松崎交通(株) 

ｲｰｽﾀﾝｴｱﾎﾟｰﾄﾓｰﾀｰｽ (株) 

ロンドンタクシー： 
２０１３年のロンドン五輪では、
燃料電池を搭載した燃料電池
タクシーが活用された。 

【参考】海外における活用状況 

タクシーにおける環境対応車の導入状況 

【出典】全国ハイヤー・タクシー連合会 

PHVタクシー EVタクシー 



２．具体的な事例 
（３）燃料電池フォークリフト 
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 工場、倉庫、配送センター等の構内で使用されるフォークリフトについては、工場等における排出ガスの低減
等の観点から、２ｔ車両以下の中小型車を中心に、従来のディーゼルエンジンから電動フォークリフトへの移
行が進んでおり、既に年間販売台数のうち６割が鉛蓄電池を用いた電動フォークリフトとなっている。 
 

 また、近年では、大型車へのエンジン・ハイブリッド・フォークリフトの導入なども行われている。 
 

 しかしながら、電動フォークリフトには稼働時間の短さや充電時間の長さ等の問題が指摘されており、フォー
クリフトの電動化は頭打ちの傾向。こうした中で、燃料電池フォークリフトの活用も期待されている。 
 
 
 

２（３）-１．燃料電池フォークリフトとは 

【出典】一般社団法人日本産業車両協会資料より作成 

電動フォークリフトが約６割 

フォークリフトの国内市場動向 
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 電動フォークリフトは、ディーゼルエンジン車と比較して、稼働時にゼロエミッションであり、低騒音・低振動。
また、ランニングコスト（電気代）が軽油等に比べると安いといったメリットがある。他方で、稼働時間が短く、
充電時間が長いといった課題が指摘されている。 
 

 燃料電池フォークリフトは、電動式と同様に、稼働時にＣＯ２を排出せず、低騒音・低振動といったメリットを確
保。しかも、電動式の課題である稼働時間や充電時間の問題を解決できる可能性がある。 
 

 我が国においては、４台の燃料電池フォークリフトを活用して実証中（豊田合成北九州工場２台、北九州水
素タウン２台）。 
 

２（３）-２．燃料電池フォークリフトの現状 

電動フォークリフトと燃料電池フォークリフト 

燃料電池システム 鉛バッテリ 

置き換え 
 

可能 

体積：0.4m3 

重量：約１,000kg 

体積   ：0.4m3 

FC重量：約500kg 

燃料電池フォークリフト 電動フォークリフト 

◯ 走行時ゼロエミッション   ◯ 低騒音・低振動 
◯ ランニングコスト低 
× 連続稼働に課題（バッテリ交換作業が必要）。 
× 充電に時間がかかる（６～８時間） 
× 連続稼働に必要な予備バッテリーの置き場が必要 
 
× バッテリーの寿命は３～５年程度 

◯ 走行時にＣＯ２を排出しない   ◯ 低騒音・低振動 
？ ランニングコストは水素価格次第 
◯ 連続稼働８時間 
◯ 水素の充填は３分 
◯ 予備バッテリーは不要 
  （→省スペース化に資する（ただし、水素充填設備は必要）） 
○ 燃料電池の寿命は１０年程度 
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 北米においては、フォークリフトを燃料電池初期需要の創出用途の一つに位置づけている。これまでに、導
入支援等によって燃料電池フォークリフトは実用化、既に累計４千台以上の導入が進んでいる。 
 

 欧州においては、２００台規模の実証試験を実施。 米Plug Power社（燃料電池メーカー）と仏Air Liquide社
（産業ガス事業者）が合弁会社を設置する等の動きもあり、今後本格的に導入が進む見込み。 
 

【参考】 海外における燃料電池フォークリフトの状況 

米国における状況 欧州における状況 

米・エネルギー省（DOE）は、フォークリフト、定置式、携帯型等 
を燃料電池初期需要の創出用途と位置付け 

社名 合計台数 

Sysco  700台以上（7ヵ所） 

Walmart 509台    （3ヵ所） 

P&G 340台    （4ヵ所） 

Central Grocers 234台    （1ヵ所） 

BMW 230台以上（1ヵ所） 

WinCO Foods 200台以上（1ヵ所） 

Kroger 161台    （1ヵ所） 

Lowe's 161台    （1ヵ所） 

Wegmans 140台以上（1ヵ所） 

Coca Cola  96台    （2ヵ所） 

具体的な導入事例 

導入支援 
 ・ 補助額： 燃料電池ユニット価格の３０％  ｏｒ  出力ｋＷ×＄３，０００ 
         のいずれか安い方の金額を税還付 
 ・ 期 間： ２００６年１月 ～ ２０１６年１２月 

名 称 HyLIFT – EUROPE 

参加メーカー STILL（ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ） 、MULAG（ﾄｰｲﾝｸﾞ）等 

目 的 最適な燃料電池ｼｽﾃﾑを実際のフィールドで確認 

概 要 • ２００台規模のFCﾌｫｰｸﾘﾌﾄ実証 

• 空港での大規模なFCﾄｰｲﾝｸﾞ実証 

• EUが水素関連の研究開発・実証事業を
サポート 

時 期 2013年～2016年 

支援による後押し 
合弁会社設置 

【出典】DOE, 2012 Fuel Cell Technology report October 2013 【出典】HyLIFT project ホームページ 【出典】Fuel Cell-Powered Forklifts in North America  

米国におけるＦＣフォークリフト 
導入台数の推移 

欧州実証実験 



 ２０１４年１月２０日に産業競争力強化法が施行。同法に基づく企業実証特例制度の運用が開始。 
 

 水素・燃料電池関連では、１月２７日に、「新しいタイプの水素タンクの導入による燃料電池フォークリフトの
実用化」が第１陣案件として申請。特例措置は、本年４月下旬頃を予定。 

２（３）-３．燃料電池フォークリフトへの企業実証特例制度の活用 

企業実証特例制度による対応例 

燃料電池フォークリフト用水素タンク 
 

省令上、燃料電池車用の水素タンク（燃料容器）は
安全性に問題のない金属やプラスチックの周りを炭素
繊維で補強する、複合容器のみ使用が認められてい
る。 

【安全性確保のための「措置」の例】   
 ○限定した場所、作業員のみによる利用 

 ○水素充填回数、充填圧力、容器温度等の管理  等 

燃料電池フォークリフトの燃料容器として、全部金
属製の水素タンクを活用した実証を行う。  
 

 → ・ コストダウン 
・ CO2削減 
・ 作業効率向上、作業場所の省スペース化 
 

現 状 

▲ 水素タンク 

（写真は複合容器） 
▲ FCフォークリフト 

 全部金属製の燃料容器は、安価でコスト競争
力が高く、かつ、十分な重さがあり、FCフォークリ
フトへの搭載適性が高いタンクであると見込まれ
るが、現行法令では、規定が整備されていない
ため、活用することが出来ない。  

→ 

【特例措置の内容】   
 ○省令上の「圧縮水素自動車燃料装置用容器」に 

継目なし容器 （全部金属製）の定義を追加 

 ○容器検査後の刻印記号の追加 
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２．具体的な事例 
（４）その他の輸送用途 
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 更に、二輪車、船舶、鉄道等への燃料電池の活用も検討されている。 

２（４）-１．その他の輸送用途 

その他の輸送用途への燃料電池の活用 

 

船舶からのNOｘ、SOx等の大気汚染物質
排出軽減や、CO2削減の観点から、欧州
を中心に燃料電池を動力源とした観光船
やヨットなどが活用されつつある。エンジ
ン船に比べ音が静かなため、観光船（屋
形船等も含む）や漁船への活用も期待さ
れる。 
 

● FCS Alsterwasser（ドイツ） 
 
 
 
 
 
 
● うらしま（独・海洋研究機構） 

 

燃料電池船 
 

鉄道車両は、非電化区間においては
ディーゼル車両が活用されているが、環
境負荷の低減の観点から、燃料電池鉄
道車両の開発も実施。 
 
燃料電池鉄道車両の導入が進むことに
より、将来的には架線設備をなくすことや、
線路上空を有効に活用することも期待さ
れる。 
 
● 燃料電池鉄道車両（過去に実証） 

 
 

燃料電池鉄道車両 

【出典】各種公開情報より作成 

• 鉄道総合技術研究所等が過去に開発（2001
年～2008年度）。 

• 120kWの燃料電池（PEFC）を動力源とした試
験用車両も開発し、試験走行も実施。 

• 燃料電池出力の向上や、関連機器の小型化
（床下・床上への設置）、航続距離の延伸など
が今後の課題。 

 

燃料電池二輪車は、北九州において１台
を実証中（２０１１年５月～２０１４年３月）
であり、２０１６年頃から拡大実証実験が
行われる予定。 
  
規制改革実施計画（２０１３年６月１４日
閣議決定）に基づき、燃料電池二輪車の
車両及び水素タンクに係る型式認定、許
可制度を整備する予定（平成２５年度検
討開始、平成２７年度結論、結論を得次
第措置）。 
 

● 燃料電池二輪車（スズキ） 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

燃料電池二輪車 

• ハンブルグ・アルスター湖
の遊覧船。 

• EU の 「 Zemship 」 (Zero 
emission ship)のプロジェ
クトとして補助を受けて建
造された。 

• 48kWの燃料電池（ＰＥＦＣ）２基を動力源とし、
定員は１００名。 

• （独）海洋研究機構の自立型
無人潜水機。2005年に317km
の連続長距離航走世界記録
達成。 

• 4kwのPEFCを動力源とし、水
素は水素吸蔵合金に貯蔵。 

• 燃料電池とリチウムイオン電池のハイブリッ
ドシステム 

• 走行時にCO2の排出なし 
• 航続距離140km（50km/h平地走行時） 
• 2016年頃から拡大実証実験が行われる 



３．今後の課題 
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 燃料電池自動車は、セダンタイプの乗用車については実用化水準を達成。しかしながら、既存の内燃機関エ
ンジンが搭載される様々な輸送用車両等に用途を拡大していくためには、各々に求められる耐久性等の性
能を満たすことが必要。 
 

 また、従来の輸送用車両等との比較で、燃料電池への転換を促すような経済性や燃料充填インフラの利便
性等を総合的に解決していくことが必要。 
 
 

３-１．燃料電池の用途・適用車種の拡大 

燃料電池の用途・適用車種拡大（イメージ） 

乗用車 業務用車両 二輪車 バス トラック 特殊自動車 鉄道 

タクシー 
ハイヤー 

スクーター 路線バス 
リムジンバス 

配送車 フォークリフト 鉄道車両 

小型車 コミュバス トラック 農業機械 

船舶 
中・大型バイク 

大型車 都市間高速バス 
大型観光バス 

トレーラー 建設機械 
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普通車 

用途の拡大 

車
種
の
拡
大 

実用化水準 

実証・開発中 

実証・開発中 

実証・開発中 

実証・開発中 

実証・開発中 

海外で 
実証・開発中 

海外で 
実証・開発中 

未定 未定 

海外で 
実証・開発中 

海外で 
実証・開発中 

未定 

未定 

未定 

海外で 
実証・開発中 未定 

【出典】各種資料より日本エネルギー経済研究所作成 
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 燃料電池自動車について現在達成されている２０万ｋｍの耐久性は、乗用車の実用化水準としては十分で
ある一方、大型車等の車種拡大や、業務用車両等の用途拡大を達成するためには、更なる向上が必要。 
 

 耐久性の向上に当たっては、例えば白金量を増やすことで対応が可能である一方、コストが高くなってしまう
ことに留意が必要。このため、白金量を抑えつつ耐久性を向上させる等の取組が重要。 

３-２．用途に合わせた燃料電池の対応①（耐久性） 

燃料電池の開発の方向性（イメージ） 

Pt担持量/100kW 

耐久性 

タクシー 

バス 

トラック、鉄道など 

開拓 

用途ごとに求められる耐久性 

車種別総走行距離 

タクシー 路線バス トラック 

走行距離 １００万km程度 ６０万km～ １００万km程度 

備 考 
新車で50-60万km 
さらに地方に中古
で回り40-50万km 

新車で６０万km 
→地方バス会社へ 

大型トラックは高
負荷・高速運転へ
の対応が必要 

車種別年間走行距離 

【出典】国土交通省「継続検査の際の整備前自動車不具合状況調査」 
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 業務用車両については、用途に応じた車両の種類が多く、少量多種生産が求められる傾向にある。燃料電
池の耐久性に加えて、各輸送用車両等が使用される場面に応じた特殊性への対応も必要。 
 

   （例）バスを観光用に使用しようとする場合、①平地・山間部等の様々な路面での走行、②荷物積載スペー
スの確保等の要件をクリアすることが必要。 

３-３．用途に合わせた燃料電池の対応②（使用場面に応じた特殊性への対応） 

使用場面に応じた特殊性の例 

用 途 使用場面に応じた特殊性 

バ
ス 

大型路線バス  「都市と郊外間を走行」  「スタート・ストップ走行中心」 

コミュータバス  「狭い道路幅を通行」  「スタート・ストップ走行中心」 

空港リムジンバス  「都市と空港間を走行」  「高速道路も通行」  「大きな荷物積載スペースが必要」 

都市間高速バス  「高負荷連続運転が中心」  「１日当たりの航続距離が非常に長い」 

大型観光バス  「都市から山間部、高速道路まで様々なエリアを走行」  「大きな荷物積載スペースが必要」 

トラック  「非常に大きな貨物積載スペースが必要」  

フォークリフト  「冷凍倉庫等の低温時での作動が必要（排出水管理等）」 

船 舶  「海水（塩分）の影響を受けないことが必要」 



 新たな用途で燃料電池を活用するためには、輸送用車両等自体の課題を解決するだけでなく、水素供給の
在り方についても同時に検討していかなければならない。 
 

 特に、充填プロトコル（一定時間内に一定の温度以上にならないように水素を充填するための流量調整など、
水素の充填方法に関するルール）の整備が不十分なため、これに対応していくことも必要。 
 

 また、従来の輸送用車両等向けの燃料充填インフラとの比較で、利便性を損なうことなく、水素供給インフラ
を整備していくことが重要。 

３-４．用途に合わせた燃料電池の対応③（水素供給インフラの利便性等） 

水素供給インフラに係る充填プロトコルの課題例 

充填時の課題 

バス 

乗用車に比べて水素タンクが大きく、
流量を多くする必要があり、温度が
上がりやすいため、水素タンクの上
限温度である８５℃を超えないよう
に制御する必要がある。 

二輪車 
乗用車に比べて水素タンクが小さく
（２ｋｇ以下）、既存の乗用車向けの
充填プロトコルでは対応できない。 

従来の燃料充填方法の例 

20 

←プロトコルの表の内容 
を教えてください。 

←フォークリフトのインフラ最適化は、 
理想なのは事実ですが、従来のディー 
ゼルよりも利便性が向上していませんか？ 
これは必須ではないのではないでしょうか。 

燃料充填方法 

バス 

• 車庫等に燃料供給設備を持つ
ことが一般的。 
 

• 通常運行の後、車庫等で燃料
充填を行うことが一般的。 

タクシー 

• 例えばLPGスタンドは都内に86
箇所（2010年時点）。 
 

• 営業所に帰車するまでのどこ
かの地点で燃料充填を行うこ
とが一般的。 



４．その他の燃料電池の用途 
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 輸送用途や定置用燃料電池以外にも、燃料電池を様々な用途に活用していくことが検討されている。 
 

 例えば、燃料電池は、排ガスがクリーンで、音が静かであることから、室内の使用にも適しており、非常用発
電機として有望。また、燃料を充填することにより、通常の二次電池に比べ長時間の発電も可能。 

４-１．その他の新たな燃料電池の活用 

ポータブル燃料電池 交通信号用燃料電池 

【出典】ローム 【出典】日本製鋼所 

・固体水素源（水と反応して水素を発生させる粉末を固形化）が燃料 
・充電が困難な場所でも燃料を入れ替えることで使用が可能。排ガスがクリーンで音も
静かなため、屋内での使用にも適している。 
・燃料カートリッジは長期間保存可能（２０年以上）  

・エンジンタイプの非常用電源と異な
り、狭い歩道でも電信柱に取付可能 

・水素吸蔵合金容器のため、取扱いに
当たり高圧ガス関連の資格は不要 

小型タイプ 
出力：２．５Ｗ 
用途：モバイル機器の充電等 

高出力タイプ 
出力：２００Ｗ 
用途：災害用非常電源等 

長時間使用タイプ 
出力：３Ｗ 
用途：地震・火山観測用電源等 
 

交通信号用 
出力：４００Ｗ 
用途：停電時の非常用電源 


