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 この資料には、東芝グループの将来についての計画や戦略、業績に関する

予想及び見通しの記述が含まれています。 

 これらの記述は、過去の事実ではなく、東芝グループが現時点で把握可能

な情報から 判断した想定及び所信にもとづく見込みです。 

 東芝グループはグローバル企業として市場環境等が異なる国や地域で広く

事業活動を行っているため、実際の業績は、これに起因する多様なリスクや

不確実性（経済動向、エレクトロニクス業界における激しい競争、市場需要、

為替レート、税制や諸制度等がありますが、これに限りません。）により、東芝

グループの予測とは異なる可能性がありますので、ご承知おきください。 

注意事項 
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株式会社 東芝 会社概要 

株式会社 東芝 （TOSHIBA CORPORATION） 

創業 １８７５年（明治８年）７月 

代表執行役社長 田中 久雄 

総資産（連結） 

６兆５，０２５億円 売上高（連結） 

６兆２，４１６億円 

従業員数（連結） ２００，２６０人 

（2014年3月31日現在） 

資本金 ４，３９９億円 
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株式会社 東芝 電力・社会インフラ事業グループ 

電力・社会インフラ事業グループ 

ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

ﾍﾙｽｹｱ事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

社会インフラシステム社 

発電、送変電からパワーエレクトロニクス 
まで、低炭素かつ高効率な電力・社会 
インフラを提供 

◆組織体制 ～創造的成長を実現～   

電力・社会ｲﾝﾌﾗ 
１９，９００億円 

ｺﾐｭﾆﾃｨ･ 
ｿﾘｭｰｼｮﾝ 
14,100億円 ﾍﾙｽｹｱ 4,400億円 

電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ 
17,300億円 

ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ 
12,000億円 

その他 
5,500億円 

※ 連結計にはセグメント間消去等として-6,200億円が含まれています。 

電力システム社 

（単位:億円) 

2014年度 
（業績予想） 

2013年度 
（実績） 

差 

（対2013年度) 

売上高 67,000 65,025 1,975 

営業損益 3,300 2,908 392 

税引前損益 2,500 1,809 691 

当期純損益 1,200 508 692 

※ 「継続事業税引前損益」を「税引前損益」として、「当社株主に帰属する 
   四半期純損益」を「当期純損益」として表示しています。 

（セグメント別売上高） 

１４年度 業績予想（連結） 
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東芝の電力・社会インフラ事業 

核融合 

原子力発電 

メガソーラー 

家庭用燃料電池 

エネファーム 

地熱発電 

コンバインドサイクル 

水力発電 

提供：JAEA殿 

火力発電 

東芝の電力システム技術を投入し、燃料電池に取組んでいます 

※家庭用燃料電池；以下「エネファーム」という 



© 2014 Toshiba Corporation 6 

東芝燃料電池システム株式会社 会社概要 

東芝燃料電池システム株式会社 
Toshiba Fuel Cell Power Systems Corporation 

設立日   2001年3月30日  
代表者   代表取締役社長 住吉 幸博 
資本金   3.1億円 
株主     株式会社 東芝 
事業内容 燃料電池の開発・製造・販売・保守 
所在地   ・本社（設計・製造・開発部門） 
          神奈川県横浜市磯子区新磯子33 
                     ㈱東芝 生産技術センター内 
         ・研究開発部門 
          神奈川県川崎市川崎区浮島町4-1 
                           ㈱東芝 浜川崎工場浮島分工場内 
    

㈱東芝 生産技術センター 
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1. 家庭用燃料電池（エネファーム） 

2. 日本の取り組み 

3. 東芝グループの取り組み 

4. 水素社会実現に向けた東芝グループ 
   の取り組み 

5. 今後に向けて 
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エネファームとは？ 

≪エネファームとは≫ 
 ・家庭用燃料電池「エネファーム」とは、「エネルギー」と「ファーム＝農場」の造語 
    です。水素と酸素から電気と熱をつくること、水と大地で農作物をつくることはとて 
    も似ています。自分のエネルギーを自分でつくる。これからのエネルギーの考え方 
    を、ファームという世界観により表現し、家庭用燃料電池「エネファーム」は環境 
    にやさしいエネルギーの使い方を表現します。 

≪エネファームのロゴマークについて≫ 
 ・人に地球にたくさんの実りをもたらす新エネルギーを表現した木のシンボルマーク。 
    その木の実には、家庭用燃料電池がもたらす「電気」、「お湯」、「快適」、 
     「環境」、「先進」、「未来」などのさまざまな価値を表現しています。また、シャー 
    プで存在感のあるフォントで未来の主流感を強く演出しています。 

エネファーム（ENE・FARM） とは、家庭用燃料電池コージェネ 
レーションシステムの愛称である。2008年6月25日に燃料電池 
実用化推進協議会 (FCCJ) が家庭用燃料電池の認知向上を 
推進する取り組みとして統一名称を決定。 

出典；FCCJエネファーム説明文より引用 
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燃料電池の原理 

1801年 

1965年 

燃料電池 水の電気分解 

水（Ｈ2Ｏ） 
水素（Ｈ2） 

酸素（Ｏ2） 

電気 

電気、（熱） 

水（Ｈ2Ｏ） 

水素（Ｈ2） 

酸素（Ｏ2） 

≪原理の発見は江戸時代≫ 
  ・英国王立科学研究所のデービー博士が原理を発見 

≪実用化されたのは宇宙開発≫ 
  ・ジェミニ5号に搭載 

燃料電池とは、「酸素」 と 「水素」を化学反応させて 
「電気」 と 「水」を取り出す仕組み 
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固体高分子形燃料電池の構造 

セル１単位の構成と反応 電池スタック 

積層 

負極（燃料極）    H2（ｇ） → 2H++2e 

正極            2H++1/2O2(g)+2e → H2O（ｌ） 

全反応（水生成）   H2(g)+1/2O2(g) → H2O(ｌ) 

反応化学式 
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電気 

都市ガス 
又は 
LPガス 

追い焚き 給湯 床暖房 ※ 

風呂 

エアコン 照明 

ＴＶ 
シャワー 

暖房 
乾燥 

風呂 

エアコン 照明 

ＴＶ 
シャワー 

暖房 

乾燥 

系統連系 

燃料電池 

発電ユニット 

貯湯 

ユニット 

出典：JEMA（日本電機工業会）講演会資料（一部加筆） 

エネファームの設置イメージ 
建家のすぐ側に設置し、電気と熱を同時に取出し、両方を無駄なく使うシステム 

※ 貯湯ユニットのバックアップ熱源機による熱供給 

戸建住宅向 
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東芝製エネファームの機器構成 

燃料電池 

改質装置 

水ポンプ 

水処理装置 

電気系 
（パワコン＆制御装置） 

貯湯タンク 
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ ﾎﾞｲﾗｰ 

制御基板 

燃料電池発電ユニット 貯湯ユニット 

戸建住宅向 
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エネファームによるエネルギーの有効活用 

だからEco！ 

発電所と使う場所が離 
れているため、発電時に 
発生した熱は利用され 
ず、捨てられます 

使う場所で発電するの
で、発電時に発生した
熱を給湯などに利用す
ることができます 

発電する時に発生する熱までエネルギーとして
有効に使える!! 

■従来システムとエネファームの１次エネルギー利用効率比較 
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●重要視される家庭部門のCO2排出量削減 

日本の家庭部門のCO2排出量の推移 

（億トン） 
2.0 

1.8 

1.6 

1.2 

基準年 
（1990年度） 

2006年度 2007年度 

1.27 
1.4 

 

-4.4% 

1.66 

+30.7％ 

1.80 

+41.7％ 

2008年度 
<速報値> 

1.72 

+35.4％ 

達成 
目標 
１．２ 

京都議定書の達成目標 
<基準年ﾏｲﾅｽ6%> 

30％の 
削減が必要 

目標との乖離 
30％ 

出典：環境省 「2008年度の温室効果ガス排出量（速報値）について」より抜粋 

●大規模実証で実証されたCO2削減効果  
～ 2008年当時で、平均1.2トン／年の削減効果 ～ 

●エネファームの商品化・普及で「低炭素社会の実現」に貢献 

 

家庭のCO2排出大幅削減に応えるエネファーム 

年間1.6tonのCO2 

を削減   ※当社試算値 

みなさまのご自宅に 
東芝エネファームが 
設置されたら・・・ 

※杉の木のCO2吸収量原単位=13.9kg-CO2/年・本（林業白書 
   平成9年より50年杉 直径26cm 樹高22m）。当社試算値。 

出典；NEF平成20年度定置用燃料電池大規模実証事業報告会資料より引用 
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1. 家庭用燃料電池（エネファーム） 

2. 日本の取り組み 

3. 東芝グループの取り組み 

4. 水素社会実現に向けた東芝グループ 
   の取り組み 

5. 今後に向けて 
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2020～ 

家庭用燃料電池の導入シナリオ 

商用化シナリオ 
（本格普及を目指
したイメージ） 

2000～ 

導入目標 

2002年～ 
実証試験 

基盤整備／ 

技術実証段階 

導入段階 本格普及段階 

2005～2008年 
大規模実証事業 

2020年 
家庭用累計 
140万台 

取組実績 

 

普及段階 

補助事業から 
事業自立に移行 

2010～ 2005～ 

市場導入期： 
本格補助制度開始 
数千⇒数万台 

普及期： 
数万台⇒数十万台 

本格普及・自立期： 
数十万台以上 

実証段階から 
補助事業段階 
に移行 
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家庭用燃料電池の大規模実証プロジェクト 

年間1.2ton（平均） 
のCO2改善効果と 
リアルな環境下での 
運転信頼性を検証した 

●国のプロジェクトにより、 2005～08年度の4年間で3,307台の家庭用燃料電池を 
   フィールド設置し、システムの性能、信頼性、環境性を実証。メーカがシステムを提供し、 
   エネルギー会社がフィールド実証 

 

出典；NEF平成20年度定置用燃料電池大規模実証事業 
     報告会資料より引用 

出典；NEF平成21年度定置用燃料電池大規模実証事業報告書より引用 
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エネファーム販売開始と普及拡大 

2009年 ≪商用機販売開始≫ 
 ・家庭用燃料電池に共通名称として「エネファーム」が命名され、2009年 
  1月28日、政府代表、エネルギー企業各社社長にて販売開始を共同宣言。 

2014年 ≪業界の累積販売台数が10万台突破≫ 
 ・2009年の商用化開始以降、補助金制度下でエネファームの普及が拡大。 
   9月末、累積台数10万台を突破。年間約15万トン程のCO2削減に貢献。 

※出典； 
   2014 年9 月29日付け 
   エネファーム パートナーズの 
  プレス・リリースより引用 
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エネファームが国の施策の確固たるポジションに 

2008年 
出典；経済産業省 

「Cool Earth － 
エネルギー革新技術計画」 

これは、エネファーム事業関係者にとって、更なるチャレンジであると同時に画期的な出来事である 

2014年 

出典;経済産業省 

「エネルギー基本計画」  
（2014年４月） 

≪ ２０２０年には１４０万台、２０３０年には５３０万台の導入を目標 ≫ 

 ・第３章 エネルギーの需給に関する長期的、総合的かつ計画的に講ずべき施策 

   第８節 安定供給と地球温暖化対策に貢献する水素等の新たな二次エネルギー構造への変革 

３．“水素社会”の実現に向けた取組の加速 
 （１）定置用燃料電池（エネファーム等）の普及・拡大 
   ・最も社会的に受容が進んでいる水素関係技術はエネファームである 
   ・我が国では、燃料電池の技術的優位性を背景に、世界に先駆けて６万台以上が設置 
   ・国内外の市場開拓を進めるべき時期にある 
   ・2020年には140万台、2030年には530万台の導入を目標 
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エネファームの事業環境まとめ 

 将来  普及台数の政府目標 
     （累計台数） 
      ・2020年度 140万台 
      ・2030年度 530万台 

 過去 2009年世界に先駆け、日本で商用化を開始！ 

 現在  国内市場での累積普及台数 
      10万台超 (2014年９月末) 
             ～ 年平均成長率（CAGR)>60% ～ 



© 2014 Toshiba Corporation 21 

1. 家庭用燃料電池（エネファーム） 

2. 日本の取り組み 

3. 東芝グループの取り組み 

4. 水素社会実現に向けた東芝グループ 
   の取り組み 

5. 今後に向けて 
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東京電力向け11ﾒｶﾞﾜｯﾄﾌﾟﾗﾝﾄ(23k hrs.） 

NEDOﾌﾟﾛ1ﾒｶﾞﾜｯﾄﾌﾟﾗﾝﾄ(16khrs). 

ｵﾝｻｲﾄ型200ｷﾛﾜｯﾄ機 PC25C 
       (全世界280台出荷） 

  1980          1990                 2000  

50ｷﾛﾜｯﾄ 試験ﾌﾟﾗﾝﾄ 

NEDOﾌﾟﾛ1ﾒｶﾞﾜｯﾄ加圧ﾌﾟﾗﾝﾄ 

東芝におけるエネファーム開発経緯 

導入支援補助 

  
自販機モデル 

00年度モデル 
05年度モデル 

02年度モデル 

NEF大規模実証事業 NEF・IBEC実証試験 

09年度モデル 

1999   2000   2001  2002   2003   2004   2005   2006   2007  2008  2009  2010   2011  2012  2013  2014  

第１ﾓﾃﾞﾙ 

ミレニアムPJ 

07年度モデル 

大規模実証 
初ﾓﾃﾞﾙ 

大規模実証 
最終ﾓﾃﾞﾙ 

商品機 普及機 

12年度モデル 

家庭用PEFC開発 新規技術を盛り込んだ改良ｼｽﾃﾑを毎年開発・実機検証し、商用化を実現 

14年度モデル 

PAFC開発 

1978年のPAFC本格取組み開始／30年に及ぶ技術蓄積とﾌｨｰﾙﾄﾞ経験 

             （用語解説） 

  ・PEFC；固体高分子形燃料電池 
  ・PAFC；りん酸形燃料電池 
  ・ミレニアムPJ；定置用燃料電池規制 
           緩和プロジェクト 

              （組織名略称） 
・NEDO；独立行政法人 新エネルギー・ 産業 

       技術総合開発機構 
・NEF；一般財団法人 新エネルギー財団 
・IBEC；一般財団法人 建築環境・省エネル 

             ギー機構 
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東芝燃料電池システムのエネファーム事業化推移 

普及期 市場拡大 

2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 年 

初期商用期 市場形成 大規模実証事業(導入総数 3,307台） 

大規模実証事業参画 
・合計748台を出荷 
・実フィールド検証 
・累積発電時間1,000万時間以上 
・最長運転時間約3万時間 

・技術開発、商品設計 
・製造準備、生産体制構築 

 生産台数 
年産 数万台規模 

生産台数 
  年産 2,000～5,000台 

開発推進 
・年産20～30台 
・ﾌｨｰﾙﾄﾞ試験 

・エネルギー事業者との 
  販売体制確立＆保守体制整備 

当社は、2005～2008年の国主導の大規模実証事業で、エネルギー事業者の協力を得て、 
北は北海道から南は沖縄まで全国に748台を設置し、毎年改良を積み重ね、商品化を推進 

●2005～08年；大規模実証事業参画を通じ、①初期商用機開発、②製造準備、③エネ事業者 
            と連携して販売・メンテナンス体制構築の3要素を実現 

●2009年度；商用化（第1世代機）を開始。3年間で8,000台納入 

●2012年度；新型機（第2世代機）を発売。年産数万台規模への移行。２年間で累計3万台納入 

●2014年1月；更なる量産拡大に向けた製造拠点の移転（年産10万台を視野） 

●2014年4月；新型機（第3世代機）を発売 

事業化計画 

事業化の歩み 
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FC EXPO 2014 にて新型機と新モデルを展示 

＊  EXPO 2014  

（2014.2.26～28 東京ビッグサイトにて開催） 拡張自立発電 
機能付 

東芝新型機； 
標準モデル 

集合住宅向 
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東芝エネファーム標準モデルの特長（1/3） 

戸建住宅向 

※4 
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戸建住宅向 

業界最高水準の総合効率95％※1と優れた環境特性年間CO2削減量1.6トン※3 

＋ 

東芝エネファーム標準モデルの特長（2/3） 



© 2014 Toshiba Corporation 27 

戸建住宅向 

東芝エネファーム標準モデルの特長（3/3） 

2012年より業界初の自立運転機能搭載で、停電時でも発電を継続 

エネファームが発電中であれば、 

※2 現在、蓄電池の付加によりエネファームが停止していても自立的に起動し発電する「拡張自立タイプ」の機種を開発しており、2014年度中には発売する予定です。詳細は、30ページに記載しています。 

エネファームが発電中であれば、停電してもそのまま継続して使用可能  ※2 
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その他製品性向上 

・都市部の設置性を考えた奥行長の低減
(79⇒70cm) 

より高い環境性の実現 

・効率改善と耐久性向上の合わせ技でより高い環境性を指向 
⇒ CO2削減は初号機の1.3t/年から1.6t/年へ 

・技術・調達・製造の３アプローチ 
・“Reduce”をコンセプトにコストダウン加速 
⇒  実績：09年度から半減 (2004年度の1/15） 

集積配管は、 
部品数を大幅に

低減 

低コスト化の推進 
0
9
年

 

1
0
年

 

1
1
年

 

1
2
年

 

1
3
年

 

1
4
年

 

▼50% 

＋ 

・低騒音化 (38→37dB) 
80,000H 耐久 

4,000回 耐久 

起

動

回

数

 
運転時間 

2014年度の新型機における主な改善策 
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東芝エネファームが累積出荷５0,000台に到達！ 

当社は、2014年9月19日に累計出荷5万台、業界トップシェア約50％を達成 

※累積出荷台数5万台到達を祝う当社磯子工場での記念写真 
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新モデルの市場投入 

2014年度中に新モデルを投入し、市場深耕を加速 

完全自立 
モデル 

パイプシャフト 
収納モデル 

個別商談 
受付中 
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国内多様化対応から海外展開へ 

日本の実績から日欧連携への期待が大きい中、大手ボイラー企業BDR 
サーメア※との連携を軸に欧州展開             ※BDR社；BDR Thermea  

 
 
●国内エネファームの技術を最大限活用し、 
   欧州仕様のFCﾕﾆｯﾄを開発、BDR社へ 
   販売 
 

東芝 

ボイラーメーカ 

ｲﾝｽﾄｰﾗ- ｲﾝｽﾄｰﾗ- 

ﾎｰﾙｾﾗ- 

ｲﾝｽﾄｰﾗ- 

ｴﾈﾙｷﾞｰ 
会社 

顧客 顧客 顧客 

ﾎｰﾙｾﾗ- 

日本と異なるサプライチェーン構造に欧州メーカーと協業し、対応する 

※サプライチェーンの役割 
  ボイラーメーカ；製品および部品の製造/供給、ホールセラー；製品卸販売業・メンテナンス業務受託、インストーラー；機器販売・設置工事業者・保守契約受託者 

 

電気・ 
ガスを１社 

が契約 

調印式（2014年4月） 

＋ 

 
 
●FCﾕﾆｯﾄの他にボイラ、タンクユニット、 

  周辺設備からなる全体システムを構築 
●東芝の欧州仕様機開発サポート 

●BDR社のグループ力を活かし、販売・ 

   メンテナンスを推進 
 

BDR社 
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1. 家庭用燃料電池（エネファーム） 

2. 日本の取り組み 

3. 東芝グループの取り組み 

4. 水素社会実現に向けた東芝グループ 
   の取り組み 

5. 今後に向けて 
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東芝の水素社会に向けた取り組み 

東芝は、2014年4月に次世代エネルギー事業開発プロジェクトチームを発足 
させて、水素エネルギーの実用化に向けて取り組んでおります。 

具体的な取り組みについては、 
 

http://www.toshiba-smartcommunity.com/JP/smart-community/hydrogen 

 
にてご覧いただけます。 

http://www.toshiba-smartcommunity.com/JP/smart-community/hydrogen
http://www.toshiba-smartcommunity.com/JP/smart-community/hydrogen
http://www.toshiba-smartcommunity.com/JP/smart-community/hydrogen
http://www.toshiba-smartcommunity.com/JP/smart-community/hydrogen
http://www.toshiba-smartcommunity.com/JP/smart-community/hydrogen
http://www.toshiba-smartcommunity.com/JP/smart-community/hydrogen
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純水素型燃料電池の開発実績 

限りなくCO2ゼロに近づける水素社会の実現に向けて、純水素機の開発を推進中 
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東芝グループにおける水素エネルギーへの取り組み 

水素社会実現に向けての東芝グループの様々な取り組み 

水力 

地熱 

風力 

海流 

再生可能エネルギー 

燃料電池（純水素機） 

水素燃焼タービン 

固体高分子形 
 家庭用／小規模業務用 <10kW 

  業務用 100kW～MW 

 

固体酸化物(SOFC)機の開発 

大規模水素発電プラント 

（数百MW級） 

 

水素燃焼器技術開発 

水素利用 

NEDO委託研究 

原子力水素製造技術 

水素製造技術／貯蔵技術 

4S(高速炉) 高温ガス炉 
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1. 家庭用燃料電池（エネファーム） 

2. 日本の取り組み 

3. 東芝グループの取り組み 

4. 水素社会実現に向けた東芝グループ 
   の取り組み 

5. 今後に向けて 
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本格事業化に向けた製造拠点の移転 

本社：東芝生産技術センター内 

●2014年1月、製造拠点と本社機能を 
  ㈱東芝 生産技術センター内（磯子） 
  に移転        
●販売台数増大に対応した生産能力確保  
   ⇒・年産10万台まで拡張可能 
●最適設備投資による生産効率向上 
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燃料電池のある未来社会 

CVCS

FC +

FC

FC

FC

FC

スーパー

FC

夜間電力の貯湯
システム

オフィスビル

マンション

コンビニ

ビジネス
ホテル

スーパー

ガス温水
ボイラー

病 院

+

無人中継局
エレベータ

CVCF

FC +

直流配電

病院 

マンション 

ビジネスホテル 

家庭用 

ショッピングセンター 
スポーツクラブ 
ビジネスホテル 

- - - 

集合住宅 

直流電源応用 
バイオガス応用 
ライフスポット 

その他の用途 

ｺｰｼﾞｪﾈｼｽﾃﾑ 
高信頼性 
電源システム 

ＵＰＳ＋ＦＣシステム 

ＧＣ/ＧＩ切換システム 

電力貯蔵システム 

通信用電源 

フォークリフト 
列車 

乗用車・バス 

ノートＰＣ・ＰＤＡ 
携帯電話 

モバイル機器 

交通システム 

ポータブル機器 

 

オフィスビル 

社会の多方面で燃料電池を活用 
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今後に向けて 

●エネファームが、世界に先駆け燃料電池 
   社会への扉を開いた!! 
 
●東芝グループとして今後、本格普及の実現 
   に最注力 
 
●将来の水素社会到来を見据えた燃料電池  
   の多様なアプリケーションの実用化・普及に 
   貢献 
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