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はじめに 

 

我が国のエネルギー産業は、国内の産業活動及び社会活動を支えるエネルギ

ー供給の担い手として発展してきた。エネルギー資源に乏しい我が国が、様々

な国際的撹乱のなかにあっても長期にわたり繁栄を謳歌することができた理由

の一つが、我が国のエネルギー産業が国際的にも高度な水準の供給体制を備え

ている点にあることは、想像に難くない。 

 

世界のエネルギー消費が拡大を続けるなか、省エネルギー及び新エネルギー

を含むエネルギー分野が、成長市場として注目を集めている。特に海外では、

これらの市場は有力な投資先として大量の民間資金を呼び込み、ベンチャー企

業も多く活躍している。海外市場の隆盛を見ると、我が国エネルギー産業には、

未だ大きな国内での成長及び海外進出の余地があることには間違いない。今や

エネルギー産業に対しては、国内エネルギー需給の安定に留まらない「新たな

エネルギービジネス」として、国際市場における競争に勝ち抜き、イノベーシ

ョン、雇用、付加価値を創出することが求められているのである。 

 

東日本大震災を経て、我が国ではエネルギー政策の見直しが行われている。

再生可能エネルギーについても、固定買取価格制度に基づく太陽光発電の導入

が加速するとともに、風力発電についても計画が着実に進んでいるが、導入の

進む家庭用燃料電池などの分散型電源を活用することが求められている。環境、

安心・安全などの需要家の様々なニーズに応えるべく、従来と異なるプレイヤ

ーの新たなエネルギービジネスへの参入が進んでいる。もちろんこれらの動向

には一時的なものもあり、今後の展開が不透明な面がないとは言い切れない。

しかしながら、我が国産業の蓄積してきた強みの上にこの分野での成長を実現

することなく、経済成長の継続は期待できないのではないだろうか。 

 

また、我が国電気産業をはじめとして世界市場の中でコモディティー化に対

する苦戦が続いている。最高の技術を駆使し世界の市場を席巻した製品の急速

なコモディティー化により、世界最先端の技術の成果をまさに謳歌しようとし

たその矢先に、日本企業がコスト競争のなかで消耗している。いかに他社の追

従できない形でユーザーの重視する価値に訴求し、コモディティー化とコスト

競争を超越した異次元のレベルへの展開ができるか、我が国企業のビジネス戦

略が問われている。政府の支援も、産業全体に対する支援から、このような個々

のビジネスへの支援へと視点を変えていくべきなのではないか。 

 



2 
 

このような問題意識を背景に、当研究会は 11のエネルギービジネス分野につ

いて世界的な市場見通し、国内外の主要プレイヤーの動向、世界的に見た日本

企業の強みを分析し、ビジネス戦略の提案を行うという我が国初の取組を行っ

た。新たなエネルギービジネスが産業として発展するためには、これらを共有

し前提としたうえで、イノベーションの促進と国際化に向けた努力を積み重ね

ていくことが期待される。本報告書は、激動する社会情勢の中で新たなエネル

ギービジネスに挑もうとする全ての読者に向け、戦略立案の起点からソリュー

ションに至るまで広い見地から取りまとめたものである。 

 

エネルギービジネスを取り巻く状況が急速に変化を続ける中で、エネルギー

ビジネス戦略についても不断の見直しが不可欠である。また、エネルギービジ

ネスのフロンティアが今回分析を行った分野に限られるものではないことは言

うまでもない。今後、当研究会において分野の選定も含め今回の中間とりまと

めについての徹底的な再検討、再構築を実施していく必要があることを確認し

たい。 

 

イノベーションなくして我が国の経済成長はないとの信念の基に、本報告書

が一人でも多くの読者に愛読されることを期待したい。 

 

エネルギービジネス戦略研究会 座長 柏木 孝夫 
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第２章「新たなエネルギービジネス」におけるビジネス戦略（価値獲得戦略） 
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第１章 新たなエネルギービジネスの現状と競争力 

 

１．次世代の家庭 

 

○ 太陽光発電システムのコストダウンや再生可能エネルギーの固定価格買

取制度（ＦＩＴ）の導入を受け、住宅用太陽光発電システムの導入が進んで

いる。家庭用燃料電池システムについても、急速なコストダウンの進展に伴

い、導入が加速している。 

 

○ 既に、ハウスメーカーが、住宅用太陽光発電システム、燃料電池、家庭用

蓄電池をセットで販売する動きも見られるが、今後蓄電池の価格がさらに下

がり、家庭への導入が進むことにより、次世代の家庭においては、これらの

分散型電源から供給された余剰電気は、家庭用の蓄電池に蓄えることにより、

発電が行われない時間に家庭で利用することも可能となる。 

 

○ このように、次世代の家庭においては、分散型電源は単体で発電するに止

まらず、家庭用蓄電池も含めた情報家電のネットワークに組み込まれていく

こととなる。ネットワークの中心で機器の制御を行うのが家庭用エネルギー

管理システム（ＨＥＭＳ）である。次世代の社会においてはＨＥＭＳを備え

たスマートハウスが一般的な住宅の姿となることが見込まれる。 

 

○ 電気自動車が普及した次世代の社会においては、電気自動車の電池を家庭

用蓄電池として活用するための電気自動車から家庭への給電（Ｖ２Ｈ）が一

般化し、電気自動車の充放電も情報家電同様にＨＥＭＳの制御を受けること

となる。電気自動車の３倍以上の容量を持つ燃料電池自動車についても非常

時対応などを目的に同様にＨＥＭＳ制御を受けるものが多く見られるよう

になることが見込まれる。 

 

○ 北九州市やけいはんなをはじめとする４地域において２０１１年度から

行われている大規模スマートコミュニティ実証事業において、電力価格の変

動（ダイナミック・プライシング）などによる家庭のピークカット行動、節

電行動（ディマンドリスポンス、ＤＲ）の効果が明らかになった。電力シス

テム改革の進展に伴い、今後、米国に見られるように電力会社によってこの

ような価格体系の導入が進むこととなる。次世代の家庭に対しては、夏と冬

のピーク時には価格の引き上げを行うことを認める(クリティカル・ピー

ク・プライシング、ＣＰＰ)代わりに普段の電気料金は割安であるメニュー
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など、電力会社による様々なメニューが示され、消費者に対して広い選択が

与えられることとなることが見込まれる。 

 

○ また、電力の供給も様々な事業者から行われ、電気とガス、通信、セキュ

リティなどのサービスをセット販売するビジネスも出てくることが想定さ

れる。 

 

○ ダイナミック・プライシングなどの柔軟な電気料金に対応するためには、

需要家が手動で対応するだけでなく、例えば価格引き上げが行われる時間帯

に蓄電池から電力を引き出す、価格が低い時間帯にエネルギー消費機器を動

かすなど、ＨＥＭＳによる機器の自動制御（オート・ディマンド・リスポン

ス、ＡＤＲ）が有効である。次世代の家庭においては、このようなＡＤＲ対

応機器と機器を制御するためのＨＥＭＳの導入により快適性を損なわずに

ＤＲが行われることとなる。 

 

○ 我が国においては、２０２０年までに全ての新築住宅・建築物について段

階的に省エネ基準への適合を義務化することとされている。次世代の家庭に

おいては、住宅用太陽光発電システムや燃料電池などの分散型電源が導入さ

れ、機器のエネルギー使用がＨＥＭＳで制御されるに止まらず、高断熱・高

気密の窓、高性能な断熱材の普及が進み、住宅の省エネ性が向上することに

より、エネルギー消費量が差し引きゼロの住宅（ネット・エネルギー・ゼロ

住宅）やプラスの住宅（ポジティブ・エネルギー住宅）が一般的になってい

ることが見込まれる。 

 

○ このような次世代の住宅に住む居住者は、既にエネルギーの消費者（コン

シューマー）であるに止まらず、エネルギーの生産者でもある（プロシュー

マー）とも言える。 
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１－１．エネルギー管理システム 

 

（１）グローバル市場動向 

 

①  ＢＥＭＳ（ビル用エネルギー管理システム） 

 

○ ＢＥＭＳは、エネルギーの節約の効果が生じやすい大型ビルを中心に、

欧州、北米、日本などを中心に、電気設備、セキュリティなどのビル管理シ

ステム（ＢＡＳ）とあわせての導入が進んでいる。日経ＢＰクリーンテック

研究所「世界スマートシティ総覧２０１２」によると、世界市場規模は、２

０００億円以上に達しているとの見方もある。 

 

○ 新築ビルの建築にあわせて導入が行われることが多いことから、日経Ｂ

Ｐによると、今後、中国などアジア太平洋を中心に導入が拡大し、２０２０

年にかけて世界市場規模は１０％以上の伸びも見込まれている。 

 

○ 我が国においては、平成１４年度から平成２３年度にかけてＢＥＭＳ導入

支援事業により５００件以上の導入が行われ、現在では多くの大規模ビルに

おいて標準的にＢＥＭＳが導入されている。これに対し、中小ビルでは、Ｂ

ＥＭＳ導入が遅れていることから、平成２３年度第３次補正予算において、

中小ビルを対象としたＢＥＭＳ導入補助制度が開始された。本制度では、中

小ビルにおけるＢＥＭＳ導入を進めるとともに複数棟のビルを束ねて、エネ

ルギー管理を行う事業者（アグリゲーター）とのサービス契約を補助要件と

している。本事業を機に、富士経済「電力・ガス・エネルギーサービス市場

戦略総調査 ２０１３ エネルギーソリューション編」によれば、２０１５

年度末には約２９９億円の市場規模となることが予測されている。 

 

 
（出典）ＭＥＴＩ作成 
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○ また、例えば、一括受電を行うマンションにおいて、電力の供給にあわ

せＨＥＭＳを設置し変動価格制などによるエネルギー管理サービスを提供

するＭＥＭＳ事業者も見られ、このような事業者も平成２４年度補正予算に

おいて支援を行っている。 

 

② ＨＥＭＳ（家庭用エネルギー管理システム） 

 

○ 世界的に市場の黎明期にあるが、ＤＲサービスの導入が進んでいる米国

や欧州などで導入が先行しており、世界市場は６００億円から７００億円

程度の市場が成立していると考えられる。 

 

○ 我が国においては、平成２３年度第３次補正予算などの導入補助制度を

背景に導入が加速、平成２４年度の市場規模は２０億円超。ハウスメーカ

ーにおける積極的な導入もあって１００億円程度の市場が成立しつつある

との見方もある。 

 

○ 今後は、電力の需要の伸びが見込まれるアジア諸国においても導入が伸

びると考えられている。 

 

③ ＣＥＭＳ（地域エネルギー管理システム） 

 

○ ＢＥＭＳやＨＥＭＳに対し制御指令を発することにより地域全体のエネ

ルギー管理を行うＣＥＭＳシステムについては、我が国における横浜市、

豊田市、けいはんな、北九州市におけるスマートコミュニティ大規模実証

事業（次世代エネルギー・社会システム実証事業）をはじめ、世界的に実

証が進められている段階である。 

 

（２）国内外の主要プレイヤー 

 

① ＢＥＭＳ 

 

○ 米国のジョンソン・コントロールズ（Johnson Controls、米国）、ハネウ

ェル（Honeywell、米）、ドイツのシーメンス（Siemens、独）、フランスの

シュナイダーエレクトリック（Schneider Electric、仏）が４大事業者。 

 

○ 国内においては、アズビル、ジョンソン・コントロールズが２大事業者で
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ある。 

 

○ 海外においては、供給側の要請に応じて、需要家に対して電気の抑制を依

頼し、その対価を支払うサービスを提供するＤＲ（ディマンドリスポンス）

サービス事業者がサービスの一環としてＢＥＭＳを用いてエネルギー需要

家のエネルギー機器の制御を行っている事例も見られる。 

 

（参考１）シュナイダーエレクトリック 

 シュナイダーエレクトリックは、元々電気設備の製造事業者であり、大

型ビル向けとしてアンドーバーコントロールズ（Andover Controls、米）、

ＴＡＣ（スウェーデン）の買収、中小ビル向けとしてエスシーエルエレメ

ンツ（SCL Elements、加）の買収を通じ製品ラインナップを拡大。スマー

ト・ストラクチャーというオープン・プロトコルな管理システムを構築。

中小ビルへの進出を目指し、限定した機能のスマート・ストラクチャー・

ライトを構築。 

  ２０１０年に産業用ディマンドリスポンス事業者であるエナジー・プー

ル（Energy Pool、仏）を買収し、パリ市内のビル、交通も含めた電力の節

電分（ネガワット）のアグリゲーション事業を進めている。 

 

スマートストラクチャーライトの概要 

 

  （出典）シュナイダーエレクトリック社 
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（参考２）ジョンソン・コントロールズ 

 ジョンソン・コントロールズは、主要な世界の高層ビルの多くを手がける

など、ビル管理システム（ＢＡＳ）に強み。大型冷凍機で世界１位のシェア、

冷凍冷蔵装置で世界３位のシェアを持ち、オープン・プロトコルのメタシ

ス・システムを構築。米国市場への依存が大きいものの、鷺宮製作所、横河

電気との提携の実績を通じ日本市場にも浸透（空調制御シェア２位）。クラ

ウドにＢＥＭＳ情報を集約し、データ分析することでビルの不具合を検知す

るなどの付加的なサービスを与えるシステムを開発するなどサービスの高

度化を図っている。 

 

（参考３）エナノック（EnerNoc、米） 

エナノックは、主に工場、ビル、公共施設などを対象にＤＲサービスを提

供する世界最大のＤＲサービス事業者である。２００１年の設立以来ＤＲを

中心に顧客数を拡大。ＥＳＳ（エナノック・サイト・サーバー）というエネ

ルギー監視、自動制御機器を需要家に導入して機器の遠隔操作などを実施。 

２０１２年の関西電力によるＢＥＭＳアグリゲーター事業に丸紅と共同

で参加しＤＲの試行を行うなど、日本への進出を図っている。カナダ、イギ

リス、オーストラリア、ニュージーランドなどに進出し、２０１１年の契約

電力は合計７１０万ｋｗを有している。 

  

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）エナノック社 

 

（参考４）アズビル 

 アズビルは、米国ハネウェル社との資本提携・解消を経て、空調制御の
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強みを磨き、現在は日本の空調制御の５割以上のシェアを有する。既存の

ＢＡＳシステムに新たにエネルギー管理システムを追加する形でＢＥＭＳ

の販売拡大を図っており、エネルギー制御を強みとしてアジア各国のＢＡ

Ｓ市場に進出。インドネシアにおいては現地資本との合弁（ベルカ・アズ

ビル社）を作り、５０％程度のシェアを獲得している。 

 

Savic-net FX BMSの概要 

 

（出典）アズビル株式会社 

 

② ＨＥＭＳ 

 

 ○ 世界的に見てもＨＥＭＳのラインナップを作って製造を行っているのは

日本のメーカーが中心である。 

 

○ 海外においては、電力会社を通じて需要家に変動料金などのサービスを

提供するＤＲサービス事業者がサービスの一環としてＨＥＭＳを用いて需

要家のエネルギー機器の制御を行っている事例も見られる。 

 

○ エネルギーマネジメントの手法として、ＨＥＭＳが自動で制御する方法の

ほかに、それぞれの家電機器が自動で制御する方法も考えられるが、その場

合には、家電機器に重いシステムを搭載することもあり、開発が進んでいな

い。 

 

（参考５）パナソニック 

  パナソニックは、エアコン、給湯器、冷蔵庫などの家電・設備機器と太

陽光発電、蓄電池などのエネルギー機器のラインナップを有するとともに、
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分電盤など配電系のシステム技術を有することから、家庭周りのエネルギ

ー制御のシステム化を図っている。２０１２年にはＨＥＭＳ新商品のＡｉ

ＳＥＧ(アイセグ)を販売し、スマート家電中のエアコン、エコキュートな

どの自動制御を行うシステムを提供している。 

 

家まるごとエネマネ事業の将来像 

 
（出典）パナソニック株式会社 

 

（参考６）コンバージ（Comverge、米） 

コンバージは、工場、ビル、家庭を対象としたＤＲサービスを提供する事

業者である。売り上げの５７％が家庭用（２０１１年）と家庭用ＤＲに強み

を有しており、ＤＵＫＥ（米）、ＰＥＰＣＯ（米）など５００以上の電力会

社を顧客とする。エアコン自動制御機器（インテリテンプ）、エネルギー機

器の自動制御機器（インテリピーク）、家庭内表示器（インテリフォーカス）

など約６００万機のデバイスを導入。インテリソースというソフトウェアプ

ラットフォームで管理、家庭のエネルギー使用を制御するプログラムを提供。

電力会社の顧客にＣＰＰ、ＴＯＵなどのダイナミック・プライシングなどの

メニューを提供。 

２００９年に南アフリカに進出し、２０１３年には日本に支社を作るなど、

海外展開にも積極的。２０１１年の契約電力は合計４５０万ｋＷを有してい

る。 
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コンバージの家庭用ＤＲサービスとデバイス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）コンバージ社 

 

③ ＣＥＭＳ 

 

○ 世界的にスマートコミュニティの実証が行われている中、我が国におい

ては、東芝、トヨタ自動車、三菱電機、富士電機などスマートコミュニティ

大規模実証事業によりＣＥＭＳの開発が進められている。 

 

（参考７）東芝 

   東芝は、東京電力をはじめとした国内・海外の中央給電指令所の設計、東

海道新幹線の運行管理システムの設計、日本郵政等の金融機関向けの業務

システム設計、水道、鉄鋼・製紙などのプラントなどの社会インフラ部門

での制御システムの経験を活かし、エネルギーを含むインフラ分野でのビ

ジネスを推進している。スマートメーター世界最大手のランディス・ギア

（Landis+Gyr、スイス）社やＤＲサービスのコンサート（Consert、米）社

を買収するなど、発電部門、スマートメーター、ＢＥＭＳ、ＨＥＭＳなど

の技術を有し、横浜市におけるスマートコミュニティ大規模実証事業の中

心企業としてＣＥＭＳを開発。ＣＥＭＳを石巻のスマートコミュニティ構

築に展開するとともに、リヨンなどスマートコミュニティの海外展開に向

けた実証を行っている。 
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１－２．定置用燃料電池 

 

（１）グローバル市場動向 

 

① 家庭用燃料電池システム 

 

○ 家庭用燃料電池システム（エネファーム）については、２００９年から

我が国が世界に先駆けて固体高分子形（ＰＥＦＣ）の製品を市場に投入。

さらに、２０１１年からは固体酸化物形（ＳＯＦＣ）エネファームが市場

投入。エネファームの累積普及台数は、２０１３年５月に４万台を達成し

た。 

 

○ 熱の利用が進んでいる欧州に先駆けて、日本において家庭用燃料電池の

普及が進んでいる理由としては、高い天然ガス品質を有したこと、ガス会

社の商品化に向けた積極的な関与が存在したこと、研究開発、実証、導入

補助といった国の継続的な支援が存在したことが挙げられる。 

 

○ 既に８万時間の耐久性に目処をつけるなど信頼性を向上している家庭用

燃料電池システムの今後の普及拡大に向けて鍵となるのは、給湯器やオー

ル電化システムと比較したコストメリットである。日本においては、エネ

ファームの市場化が行われた２００９年当初に３３０万円程度であった希

望小売価格が２０１３年には２００万円以下に低下。しかしながら、未だ

に運転期間内のコスト回収が困難であることから、市場の拡大は今後のコ

ストダウンと更なる信頼性の向上にかかっている。 

 

○ 日本以外にも、ドイツ（カルックス、callux）、ＥＵ（エネフィールド、

enefield）、韓国などで政府による大規模な実証が行われており、市場化へ

の動きが見られる。欧州、韓国などは、暖房等の熱需要も多く、政府の導

入支援も得て今後の市場の確立が予想される。 

 

○ 世界市場は２０１１年の１５９億円から２０２５年の１兆１,１９０億

円に年平均３５．５％の成長を見通し。 
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（出典）富士経済「2013年版 燃料電池関連技術・市場の将来展望」 

    を基にＭＥＴＩ作成 

 

② 業務用燃料電池システム 

 

○ 業務用燃料電池市場を見ると、常圧中規模の溶融炭酸塩形（ＭＣＦＣ、

２５０ｋＷ～数ＭＷ級）、リン酸形（ＰＡＦＣ、１００～４００ｋＷ）、Ｓ

ＯＦＣ（１００ｋＷ～数ＭＷ級）などの市場が立ち上がり途上にある。 

 

○ 既に技術的に確立しているＭＣＦＣやＰＡＦＣについてはコストや耐久

性等の課題からさらなる普及の拡大には限界があると考えられる。 

 

○ ＳＯＦＣは発電効率が５０％以上とガスエンジン、ガスタービンと比して

高いことから、今後コストダウンに伴い市場を牽引していくことが見込まれ

る。市場拡大の成否を握っているのは、ＳＯＦＣシステムのコストダウンと

信頼性の進展に加え、電気料金と比較したコストメリットの有無であり、例

えば米国においても電気料金が比較的に高いカリフォルニア州、コネティカ

ット州などで導入が先行している。我が国において、これまでは、ＳＯＦＣ

の導入に伴う設備費用や発電に要するガスのコストが得られる電気の価格

を上回っていたこともあり、導入が進まなかった。今後は、ガス価格、電気

料金のバランスが市場の拡大にとって重要な要素となることが見込まれる。   

 

○ 世界市場は２０１１年の３５９億円から２０２５年の７,３４１億円に年
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平均２４．１％の成長の見通しである。 

 

 
（出典）富士経済「2013年版 燃料電池関連技術・市場の将来展望」 

    を基にＭＥＴＩ作成 

 

（２）国内外の主要プレイヤー 

 

① 家庭用燃料電池システム 

 

○ ドイツの実証プログラム（カルックス）には、バクシ（BAXI、独）、ヘク

シス（Hexis、独）、バイラント（Vaillant、独）が参加している。その他、

ＣＦＣＬ（オーストラリア）が２ｋＷのＳＯＦＣシステムで独実証に参加

している。その他セルスパワー（Ceres Power、英）が１～２ｋＷの壁掛け

型ＳＯＦＣ、クリアエッジ（Clearedge、米）が５ｋｗの高温型ＰＥＦＣを

実証している。 

 

（参考１）ＣＦＣＬ 

 ＣＦＣＬ社は、２ｋＷの家庭用システムを開発。コア技術のセルスタッ

クをブラックボックス化して、日、米、欧をターゲットに現地のエネルギ

ー事業者とパートナーシップを組みシステムを現地化するという戦略を採

っている。ドイツではボイラー会社からボイラー供給を受け、エネルギー

事業者であるＥＷＥ（独）により現地向けシステムの開発を実施。 
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ＣＦＣＬのＢｌｕｅＧｅｎ（家庭用システム） 

 
（出典）ＣＦＣＬ社 

 

○ 韓国においても、中央政府、地方政府の支援で８５％の補助を受け、フ

ューエル・セル・パワー（韓）、ＧＳフューエル・セル（韓）、ヒュンダイ

（韓）、サムソン（韓）等が製品を開発している。 

 

○ 我が国においては、２００９年以降、パナソニック、東芝燃料電池シス

テム、ＥＮＥＯＳセルテックがＰＥＦＣを販売している。２０１２年には、

ＥＮＥＯＳセルテックはＰＥＦＣ製造を中止し、ＪＸ日鉱日石エネルギー

は取扱商品をＰＥＦＣからＳＯＦＣに移行した。２０１２年には、大阪ガ

スもアイシン精機製のＳＯＦＣを販売開始した。 

  

（参考２）東芝燃料電池システム 

東芝は、１９７８年以降、発電用のリン酸形燃料電池の技術開発を行うと 

ともに、１９８５年からは米国ＵＴＣ社と共同開発を行う過程でシステム制

御などの技術を獲得した。特殊加工を行ったカーボン系の材料をセパレータ

ーに使い、加湿器などを不要とする、内部加湿式のＰＥＦＣ燃料電池スタッ

クを開発した。 

また、石油改質時代からの水素製造技術を有する大阪ガスと共同で商品開 

発を行い、大阪ガスの改質技術を導入することにより、メンテナンスが少な

くてすむ燃料電池システムを製造している。 

２００５年からＮＥＤＯによる大規模実証事業に参加し、２００９年には

商品を市場投入。既に８万時間の耐久性に目処をつけている。 

２０１４年度中の欧州への進出を目標に現地ボイラーメーカーとの連携

http://www.cfcl.com.au/about/
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を図っている。 

 

 

（出典）東芝燃料電池システム株式会社 

 

② 業務用燃料電池システム 

 

○ ブルームエナジー（Bloom Energy、米）（ＳＯＦＣ、１００ｋＷ以上）、

フューエルセルエナジー（FuelCell Energy、米）（ＭＣＦＣ、２５０ｋＷ

以上）が商用化に成功。ポスコ（POSCO、韓）はフューエルセルエナジーか

ら技術提供を受け国内でＭＣＦＣシステムを生産・販売。 

 

（参考３）ブルームエナジー 

 ブルームエナジー社は、１００ｋＷを１ユニットとして並列に連結可能

なＳＯＦＣ燃料電池システムを開発。運転中にユニットのメンテナンスを

可能とするよう、ユニットの切り離しができるシステムとすることで、系

統からの電源供給やＵＰＳ、非常用予備発電装置の設置を不要とするビジ

ネスモデルを採用している。熱利用は前提としないモノジェネ利用として

いる。グーグル（Google、米）、フェデックス（FedE、米）、ｅベイ（eBay、

米）などのデータセンター用のメガワット級システムを提供する。システ

ム販売ではなく一定価格での電力供給サービスを実施している。一定の発

電効率を保証し、性能が低下した場合にはメンテナンス契約に基づきフル

交換を実施。 
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データセンター用のメガワット級システム 

 

（出典）ブルームエナジー社 

 

○ スペースシャトルなど宇宙用のアルカリ型から業務用ＰＡＦＣ（２００

～４００ｋＷ）、ＰＥＦＣに展開し、日産、現代などに自動車用スタック技

術を提供してきた米国の名門ＵＴＣパワー(UTC Power)は、昨年米国のベン

チャーであるクリアエッジに買収された。 

 

○ その他実証レベルでは、バルチラ（Wärtsilä、フィンランド ）（ＳＯＦＣ、

１０～１００ｋＷ）は昨年ベンチャー企業コンビオン（Convion、フィンラ

ンド）に事業を移管。１ＭＷのＳＯＦＣ開発を進めてきた英国ロールスロイ

ス（Rolls-Royce）の技術を引き継いだ米国子会社のロールスロイス・フュ

エルセル・システムズ（Rolls-Royce Fuel Cell Systems）は韓国ＬＧによ

り買収された。 

 

○ 我が国で業務用燃料電池の商用化が行われているのは富士電機（リン酸

形、１００ｋＷ）のみである。近時では、下水処理場にリン酸型燃料電池

を導入し、バイオガスを燃料に発電した電気を固定価格買取制度に基づき

販売するというビジネスモデルに基づき導入が進んでいる。 

 

（参考４）富士電機 

   富士電機はガスタービンなどの発電技術システムに強みを有する企業で

あるが、１９７０年代当初より太陽光発電や燃料電池の技術を開発。 

８０年代にはムーンライト計画に参加、実証試験も経て、りん酸形の燃料 

電池システムを９８年に商品化。オフィスビル、大学、病院、下水処理場 

などを中心に、１００ｋW級の機器を４２台販売（２０１３年５月末現在）。 

その後、耐久性の向上を図り、２００６年には６万時間を達成、パッケー 

ジ化によるコストダウンや、都市ガスと LPガスボンベの併用により、自動 

で燃料切替可能とする機能を付加したことで、災害対応も強化された。 
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１００ｋＷリン酸形燃料電池       スタックの外観 

 
（出典）富士電機株式会社 

 

③ 部材 

 

③－① ＰＥＦＣ 

 

ａ）電解質 

 

○ 海外プレイヤーとしては、電解質膜ナフィオンを世界で初めて開発した

デュポン（DuPont、米）に加え、ゴアテックスなど補強材の強みを活用し、

ナフィオンをデュポンから購入して膜製造を行っているＷＬゴア（WL Gore、

米）が存在。 

 

○ 日本では、旭化成や旭硝子が、ソーダ生産に必要な食塩電解膜技術を応

用したフッ素系膜の開発を行っている。 

 

ｂ）触媒 

 

○ 海外プレイヤーとしては、触媒技術を持つ英ジョンソンマッセイ

（Johnson Matthey）、独ＢＡＳＦなどが存在する。 

 

（参考５）ＢＡＳＦ（独） 

ＢＡＳＦは触媒メーカーのエンゲルハルド（Engelhard、独）を買収する

ことで触媒技術を獲得し、燃料電池ビジネスに参入。エンゲルハルド以外
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に、膜技術や電極技術を有する独ベンチャーのペミアス（PEMEAS）社を買

収。これら技術を組み合わせ、独自に高温作動ＰＥＦＣの膜・電極接合体

（ＭＥＡ）を開発。 

 

高温動作ＰＥＦＣ用電解質膜     高温動作ＰＥＦＣ用ＭＥＡ 

    

（出典）ＢＡＳＦジャパン株式会社 

 

○ 日本では、貴金属会社である田中貴金属が参入。エネファーム用触媒の

高いシェアを有する。 

 

ｃ）セパレーター、ガス拡散層 

 

○ 我が国プレイヤーとしては、エネファーム用のカーボン系セパレーター

について、モールド成形技術に優れた日清紡、昭和電工が存在。ガス拡散

層は化学繊維の技術を有する三菱レイヨン、東レなど。 

 

○ 自動車用のステンレス系セパレーターについては、新日鐵住金（旧 住

友金属工業）が存在する。 

 

ｄ）セル・モジュール 

 

○ ＰＥＦＣを草創期から開発・製造してきたバラード・パワー・システム

ズ（Ballard Power Systems、加）は様々な容量のモジュールをシステムメ

ーカーに提供（１ｋＷ～８０ｋＷ）。 

 

○ 英国ラフボロー大学発ベンチャーのインテリジェント・エナジー

（Intelligent Energy）は４０ｋＷ程度のＰＥＦＣモジュールを自動車会



22 
 

社などに提供。日本においては、スズキと二輪車用２ｋＷシステムを共同

開発している。 

 

③－② ＳＯＦＣ（家庭用燃料電池、業務用燃料電池） 

 

ａ）セルスタック 

 

○ 家庭用ＳＯＦＣの２ｋＷセル・スタックを製造するＣＦＣＬはドイツな

どで現地エネルギー会社と提携し、現地化システムにモジュールを提供し

ている。 

 

○ 日本においては、京セラがエネファーム用のセル・スタックをＪＸ日鉱

日石エネルギーやアイシン精機などのシステムメーカーに提供している。Ｔ

ＯＴＯ、日本特殊陶業、日本ガイシ、村田製作所などのセラミックメーカー

が商品化に向けた開発を実施している。 

 

（参考６）京セラ 

 京セラは、セラミック生産技術を活かし、２０センチ程度のセラミック

ス基板に燃料極、空気極などを焼結。高温で稼働するため発電効率が高い

反面、耐久性の確保が課題であるＳＯＦＣについて、海外で開発が進む平

板型に変わり筒状平板形セルを開発し、膨張・縮小等への耐久性を有する

セルスタックを製造している。ＪＸ日鉱日石エネルギー、アイシン精機な

どの家庭用燃料電池システムメーカーにセルを提供し、２０１１年１０月

ＳＯＦＣエネファームが市場に投入された。 

 

ＳＯＦＣエネファーム 

 

（出典）アイシン精機、京セラ、ＪＸ日鉱日石エネルギー 
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１－３．家庭・ビル・事業用蓄電池 

 

（１）グローバル市場動向 

 

○ 家庭・ビル・事業用蓄電池は、これまでデータセンター等のバックアップ

電源や、重要負荷を持つ事業所・工場向けのＵＰＳ等、鉛蓄電池が市場を大

きく占めてきた。 

 

○ また、大規模需要家向けにはピークカットや瞬停対策用途でＮＡＳ電池の

導入事例も見られ、国内において１００ヶ所以上の導入実績がある。 

 

○ 現在のところ、これらの用途に市場は限定されているものの、ＩＥＡが２

０１２年から作成に着手したエネルギー貯蔵システムの技術ロードマップ

において、産業等の大規模需要家及び最終需要家向けのエネルギー貯蔵シ

ステムとして、ＮＡＳ電池、レドックスフロー電池、リチウムイオン電池、

ニッケル水素電池等が位置づけられるなど、次第に注目を集めつつある。 

 

○ 定置用リチウムイオン電池については、我が国においては、東日本大震災

以降、非常時の需要側対策用として注目が集まり、２０１２年の政府の定置

用リチウムイオン電池補助金等を契機に、リチウムイオン電池メーカーが家

庭用向けの定置用リチウムイオン電池を相次いで商品化し、我が国が先行し

て市場化しつつある。 

 

○ 我が国においては、２０１３年３月末時点で市場規模は１２０億円程度に

まで拡大している。しかしながら、リチウムイオン電池は２０万円～３０万

円／ｋＷｈとコストが高く、本格的な普及段階までには至っていない。 

 

○ リチウムイオン電池については、これまでに複数の発火事故が発生し、そ

の原因としてセル生産工程における不純物混入、検査過程でのセルの変形に

よる短絡の発生、過電流等による異常発熱が報告されている。メーカー各社

はそれぞれの電池の物理化学的特性等を踏まえ、安全策を講じているところ

である。今後更なる安全の確保に向け、生産から使用時に至るまで多重のセ

ーフティネットの構築が望まれる。 
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蓄電池の種類 

 

（出典）ECES presentation from workshop at IEA Sept 18-19, 2012 

 

○ 今後、リチウムイオン電池のコスト低減が進むにつれ、我が国市場は拡大

していくことが見込まれる。海外においても、再生可能エネルギーの自家発

自家消費需要や現在、主としてデータセンターや通信基地局等に使われてい

る鉛蓄電池の代替需要を背景に市場が立ち上がっていく可能性がある。 

 

○ 米国では２０１２年１０月から、ＲＴＯ/ＩＳＯに対し、周波数制御に用

いた調整電源に対する支払の適正化を求める連邦エネルギー規制委員会（Ｆ

ＥＲＣ）指令７５５が施行されている。この指令により、優れた応答特性を

持つリチウムイオン電池等については、投資回収期間が大幅に改善される可

能性が生じている。 

 

○ 蓄電池戦略では、２０２０年には、蓄電池は世界市場全体で２０兆円規模、

うち家庭・ビル・事業用蓄電池の市場は２５％を占めると想定している。 

 

 

（２）国内外の主要プレイヤー 

 

○ 平成２３年度第３次補正により、２０１２年から措置されている政府の定

置用リチウムイオン蓄電池補助金などを契機に、多くのメーカーが相次いで
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参入し、家庭用向けの定置用リチウムイオン電池を相次いで商品化した。海

外勢では、ＢＹＤ（中）が我が国市場へ参入している。 

 

○ 積水化学、住友林業、大和ハウスといった国内ハウスメーカーも、スマー

トハウスの販売を強化しており、住宅用太陽光発電に併せてリチウムイオン

蓄電池の販売を強化しているとともに、ハウスメーカー以外にも各社が住宅

用・業務用の定置用蓄電池を活用した、新しいシステムの提案を開始してい

る。 

 

家庭用リチウムイオン電池システムの一例 

 

（出典）各種公表資料を基にＭＥＴＩ作成 

 

（参考１）ＯＮＥエネルギー＜蓄電池レンタル＞ 

オリックス、ＮＥＣ、エプコが設立したＯＮＥエネルギー社は、戸建住宅

を対象とした蓄電池レンタル事業を行っている。ＮＥＣ製リチウムイオン電

池を、エプコ開発のシステムで効率的に制御することで、平均的な４人家族

の電気代を月額２，５００～３，０００円下げることができ、停電時には電

源としても利用できる。蓄電池レンタルの実質的な負担額を減らすために、

契約者の住宅の屋根をＯＮＥエネルギーが借り上げて太陽光発電を設置す

るプランも設けている。電力使用データの蓄積により、蓄電池中古市場の形

成や、新しい個人向けサービス事業への展開が期待される。 
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ONEエネルギー社の概要 

 

（出典）ONE エネルギー株式会社 ＨＰ 

 

（参考２）菱洋エレクトロ＜エレクトロニクスを中心としたトータル 

サービス＞ 

菱洋エレクトロは、商品企画会社であるＴＭＦアースと共同で、太陽光パ

ネル、蓄電池、ハイブリッドＬＥＤシステムをパッケージ化し、「完全自活

型超省エネシステム」として提供を開始。仮設住宅・事務所、モデルルーム

など仮設建築物や災害時対応の設備向けを中心に２０１３年度で５００セ

ットの販売を目指す。平時の照明器具等への電力供給のほか、日照がない状

態でも約３日間の稼働が可能であり、災害時や電力インフラの整備がされて

いない場所などの活用を期待している。 

 

完全自活型超省エネシステムの概要 

 

（出典）菱洋エレクトロ株式会社 
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（参考３）菱重エステート＜土木建築工事設計・施工、不動産開発＞ 

菱重エステートは、太陽光発電、非常用発電機、リチウムイオン蓄電池の

３電源とパワーコンディショナー（ＰＣ）、ＰＣコントローラーからなる集

合住宅向けの保安電源システム「エネセルフ」を販売している。災害などの

停電時には非常用電源としてエレベーターや給水ポンプなどライフライン

の電力を最低３日間供給、平常時には太陽光発電を自家消費または余剰買取

制度で売電。夜間には商用電力で給電・充電することで停電時に備える。 

当システム向けにＰＣコントローラーを自社開発したことで、製品化につな

がった。既存の太陽光発電設備への追加も可能。２０１３年からの３年間で

４０件の普及を目指す。 

 

エネセルフの概要 

 
（出典）菱重エステート株式会社 ＨＰ 

 

（参考４）日立製作所＜ビル用エレベーター製造＞ 

日立製作所は、停電時にマンションに設置された蓄電池システムと連動し、

継続運転できるエレベーターを開発、三井不動産レジデンシャルの新築分譲

マンションに納入した。このエレベーター制御システムは、停電時には蓄電

池システムからエレベーターに電力供給し、自動で低速運転に切り替える。

閉じ込め防止のために蓄電池の残量情報を自動判断して蓄電容量が無くな
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る前に最寄階に停止する機能や、走行中の残量不足に対応する停電時自動着

床装置も備え安全性も確保している。 

 

日立製作所のエレベーター制御システムの概要 

 
（出典）株式会社日立製作所 ＨＰ 

 

○ 工場・事業用途においても、東芝やエリーパワー、三菱重工等が数百ｋＷ

クラスのパッケージ化した商品を相次いで発表し、用途拡大を図っている。 

 

（参考５）東芝三菱電機産業システム＜製造業プラント向け電機品販売・エン

ジニアリング＞ 

   東芝三菱電機産業システムはリチウムイオン蓄電池を活用した大容量蓄

電システム「ＴＭＢＣＳ」の販売を開始。工場等での電力ピークカット・

シフト、再生可能エネルギーを含む分散電源との接続、停電時の自立運転

に利用可能。 

通常の蓄電池システムでは、過電圧等の深刻な異常事態を監視し、異常事

態が発生したセルを回路から解列するよう処理しているところ、この新シス

テムでは、異常事態が発生する兆候を感知した場合には当該セルには蓄電し

ないなど事故を未然に防止する。これは 1ＭＷｈあたり数万個に及ぶ電池セ

ルの個別監視・制御により可能とされたもの。このシステムで事故リスクを
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低減できるだけでなく、セルへの負荷の低減を通じ、システム全体の長寿命

化を可能にする。  

 
TMBCS の概要 

 

（出典）東芝三菱電機産業システム株式会社 ＨＰ 

 
○ 鉄道用途においても、回生電力の有効活用や電圧降下対策を図る観点から

変電所に蓄電池を設置することが提案されている。変電所への蓄電池の設置

は、車両各々に蓄電池設置するのと比較して、エネルギー利用効率面では劣

るものの、設備利用効率が高く必要電池容量を少なくすることができるため、

投資採算性の観点から現時点においては有効な手段と考えられる。 

 

（参考６）川崎重工業＜輸送システム総合エンジニアリング＞ 

   川崎重工業は自社が開発した大容量ニッケル水素電池「ギガセル」を活

用した鉄道システム用地上蓄電システム（battery power system、BPS）を

開発している。余剰となる回生電力をギガセルに充電することで回生電力

の有効活用を図るとともに、列車運行に係る電力需要のピークカット及び

架線の電圧降下を補償する機能といった効果も期待できる。また、停電時

には、最寄駅までの車両移動を目的とした電力供給を可能とする。大阪市

営地下鉄やニューヨーク地下鉄において実証試験を実施した。 

 

 


