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水素ステーションの取組について

大陽日酸の水素ステーション
（商品名：ハイドロ シャトル／ ® ）

大陽日酸(株)
開発・エンジニアリング本部
プロジェクト推進統括部
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霞ヶ関水素ステーション（移動式70MPa）

経済産業省の敷地内にて平日午前のみ

公用車に充填（１～２台／日）



FCV国内市場導入と水素供給インフラ整備に関する共同声明

（民間事業者13社により2011年1月13日発出）

自動車会社 ：トヨタ，日産，ホンダ

石油会社 ：JＸ日鉱日石エネルギー，出光興産，
昭和シェル石油，コスモ石油

都市ガス会社：東京ガス，大阪ガス，東邦ガス，西部ガス

産業ガス会社：岩谷産業，大陽日酸

１． 自動車メーカーは、技術開発の進展により燃料電池
システムの大幅なコストダウンを進めつつあり、
FCV量産車を2015年に４大都市圏を中心とした
国内市場への導入と一般ユーザーへの販売開始を
目指し、開発を進めている。導入以降、エネルギー・
環境問題に対応するため、更なる普及拡大を目指す。

２． 水素供給事業者は、FCV量産車の初期市場創出の
ため、2015年までにFCV量産車の販売台数の
見通しに応じて100箇所程度の水素供給インフラの
先行整備を目指す。

３． 自動車メーカーと水素供給事業者は、運輸部門の大幅な
CO2排出量削減に資するため、全国的なFCVの導入
拡大と水素供給インフラ網の整備に共同で取組む。
これら実現に向け、普及支援策や社会受容性向上策等を
含む普及戦略について官民共同で構築することを、
政府に対して要望する。

４大都市圏への集中配置（９０）

合計100箇所程度

高速道路への配置（１０）

民間１３社（自動車・インフラ）にて
４大都市圏を対象に、初期需要創出の
ための普及戦略について検討中

首都圏、関西、中京、北部九州にて、
地方政府・自治体を事務局とする
協議会・検討会にて議論中
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4出典：水素供給・利用技術研究組合資料

水素ステーションの代表的形式

＜オフサイト＞

＜オンサイト＞
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当社のパッケージ型水素ステーション

水素ステーションの低コスト化

・パッケージ化による製作費および設置費の低減
・ハードの標準化による量産効果の創出
（定置式、移動式）
・低コスト機器の有効利用
（水素圧縮機⇒エア駆動、水素蓄圧器⇒複合容器）

水素圧縮機
水素蓄圧器

水素カードル庫

ディスペンサー

従来の水素ステーション
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D7,000㎜×W2,000㎜×H2,590㎜のパッケージ化を実現

ディスペンサー

ディスペンサー内臓型
プレクール熱交換器

水素圧縮機
(Air駆動ブースター)

蓄圧器
93MPa
255L×4本

フロン冷凍機

パッケ－ジ型水素ステーション



7

パッケージユニット
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移動式水素ステーション



都府県 市・区
水素供給能力
（Nm3/h） 供給方式

１ 埼玉県 さいたま市桜区 ３００ オンサイト

２ 東京都 練馬区 ３００ オフサイト

３ 愛知県 刈谷市 ３００ オフサイト

４ 兵庫県 尼崎市 ３００ オフサイト

５ 福岡県 北九州市小倉北区 ３００ オフサイト

６ 愛知県 名古屋市熱田区 ３００ オフサイト

７ 愛知県 豊田市 ３００ オフサイト

８ 愛知県 岡崎市 ３００ オフサイト

９ 埼玉県 狭山市 ３００ オフサイト

10 東京都 八王子市 ３００ オフサイト

11 神奈川県 横浜市泉区 ３００ オフサイト

12 埼玉県 さいたま市見沼区 ３００ オフサイト

13 埼玉県 春日部市 ３００ オフサイト

14 千葉県 千葉市花見川区 ３００ オフサイト

15 愛知県 岡崎市 ３００ オンサイト

16 愛知県 みよし市 ３００ オフサイト

17 東京都 杉並区 ３００ オフサイト

18 神奈川県 横浜市旭区 ３００ オフサイト

19 埼玉県 戸田市 ３００ オフサイト

2013年度補助金額（45.9億円）

2013年度採択の水素ステーション一覧表

9出典：次世代自動車振興センターホームページ



２０１４年度 形態 補助率 補助上限額（億円）

中型 オンサイト パッケージ 定額 ２．８

300Nm3／h 通常 １／２ ２．８

オフサイト パッケージ 定額 ２．２

通常 １／２ ２．２

移動式 － 定額 ２．５

小型 オンサイト パッケージ 定額 １．８

100Nm3／h 通常 １／２ １．８

オフサイト パッケージ 定額 １．５

通常 １／２ １．５

移動式 － 定額 １．８

補助条件の推移
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２０１３年度 形態 補助率 補助上限額（億円）

中型 オンサイト 通常 １／２ ２．５

300Nm3／h オフサイト 通常 １／２ １．９

小型 オンサイト 通常 １／２ １．６

100Nm3／h オフサイト 通常 １／２ １．３

出典：次世代自動車振興センターホームページ



都府県 市・区 水素供給能力
（Nm3/h）

供給方式

１ 愛知県 日進市 ３００ オフサイト

２ 大阪府 茨木市 ３００ オンサイト

３ 山口県 周南市 ３００ パッケージ

４ 大阪府 泉佐野市 ３００ パッケージ

５ 福岡県 福岡市中央区 １００ 移動式

６ 山梨県 甲府市 ３００ パッケージ

７ 神奈川県 横浜市中区 水素製造設備

８ 神奈川県 海老名市 ３００ オフサイト

９ 愛知県 名古屋市緑区 １００ オンサイト

10 福岡県 北九州市八幡東区 ３００ パッケージ

11 神奈川県 横浜市中区 １００ 移動式

12 神奈川県 横浜市中区 １００ 移動式

13 東京都 港区 ３００ パッケージ

14 埼玉県 さいたま市桜区 ３００ オンサイト

15 千葉県 袖ヶ浦市 １００ 移動式

16 神奈川県 川崎市川崎区 １００ 移動式

17 神奈川県 川崎市川崎区 １００ 移動式

18 愛知県 名古屋市港区 １００ 移動式

19 愛知県 名古屋市港区 １００ 移動式

20 神奈川県 横浜市中区 １００ 移動式

21 神奈川県 横浜市中区 １００ 移動式

22 神奈川県 横浜市中区 １００ 移動式

23 神奈川県 横浜市中区 １００ 移動式

24 滋賀県 大津市 ３００ パッケージ

2014年度補助金額（72億円）
2014年度採択の水素ステーション一覧表

11出典：次世代自動車振興センターホームページ
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東京都の水素社会実現に向けた取組み

平成２６年度補正予算：４０億円（平成２６～２７年度実行）
（２０１４．１１．１４公表；東京都ホームページ）

〇２０２０年オリンピック東京大会開催準備を始め、将来の東京
を見据えた取組のスピードアップを図るため、前倒しが必要な
施策に速やかに着手する
〇市場動向を踏まえ、スピード感を持って初期需要の創出や
インフラ整備を促進し、水素社会実現に向けた積極的な取組
を推進する
〇国の補助金に加えて東京都から補助金を支援する

・燃料電池自動車等導入促進事業
補助規模：８００台

・水素ステーション設備等導入促進事業
補助規模：定置式６か所、移動式４か所

・事業所向け再生可能エネルギー由来水素活用設備
導入促進事業



13

大陽日酸グループとしての取組み

四国大陽日酸の企業理念である
Ｓｐｅｅｄｙ Ｔｈｉｎｋ Ｎｅｗ

お客様に対し迅速(Speedy)な対応と判断をし

お客様のために常に自ら考え(Think)

お客様のために常に新しさ(New)を追求する

と共に、大陽日酸の技術力を結集した「低コスト且つ機動力の
ある移動式水素ステーション」を徳島県をはじめとする四国全
体に推進していきたい
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ご清聴ありがとうございました

大陽日酸(株)
開発・エンジニアリング本部
プロジェクト推進統括部


