
  

 
 

 
 

  
 

 

次世代自動車は、石油依存度の低減、地球温暖化の対策が求められる交通分野において重要な

役割を果たすと考えられており、今後の世界的な市場成長が期待されています。平成２２、２３

年度に秋田県の委託により活動した「あきた次世代自動車実証コンソーシアム」は、秋田県にお

いて次世代自動車を活用するための提言を平成２４年３月にまとめました。 
同コンソーシアムの活動を産学官の関係者がボランタリーな形で引き継いだ「あきた次世代自

動車研究会（代表：秋田県立大学 御室哲志 教授、事務局：秋田県立大学）」は、メンバーの連

携のもと、その提言にある課題のいくつかに取り組んで参りました。 

このたび、寒冷地における電気自動車（EV）の使用において、最大の課題とされている暖房問

題の実用的かつ根本的な解決手段として、EV 用の燃焼式ヒーターを開発中です。同ヒーターの

試作品を搭載した試験車両を完成・評価試験に供するにあたり、関係者による試乗会を開催する

ことにいたしましたので、お知らせします。 
 

１．試乗会について 

①日 時：平成２４年１２月１８日（火）１１時～１２時（受付：１０時３０分から） 
②場 所：仙北市役所田沢湖庁舎（〒014-1201 仙北市田沢湖生保内字宮ノ後 30）車庫近辺 

③内 容：研究概要の説明、車両展示、試乗など 
④出席者：あきた次世代自動車研究会 次世代自動車の暖房システムに関するワーキンググループ 

秋田県立大学システム科学技術学部教授 御室哲志（WG 主査）、 
仙北市、秋田県、他 

 

２．電気自動車用燃焼式ヒーター開発のねらい 

EV 用ヒーターの方式として、PTC ヒーター、ヒートポンプ、燃焼式ヒーターが挙げられる。

自動車メーカーにおいても、EV の走行用バッテリーの電力を、暖房が大量に消費することによ

る航続距離の短縮が大きな課題として認識され、より効率的なヒーターの開発が進められている。

燃焼式ヒーターは電力をほとんど使用しないで十分な熱量が得られるが、EV に適用するには、

燃料を新たに搭載する必要があり、走行中 CO2 を排出することになるため、グローバル市場向け

の EV に燃焼式ヒーターが採用されることは考えにくい。雪に閉じ込められた場合、暖房が生死

にも影響しかねない寒冷地の視点で、燃焼式ヒーターの可能性を検証するために、実際に燃焼式

ヒーターを搭載した EV を製作した。この冬季期間中に、暖房能力、航続距離への影響、CO2 排

出量の推計、ランニングコスト、既販 EV への搭載性、ユーザーとしての使い勝手を検証し、寒

冷地 EV ユーザーの選択肢を確保する。 
 

３．問合せ先 

公立大学法人秋田県立大学 地域連携・研究推進センター 担当：川内（TEL 0184-27-2947）  
仙北市 総務部企画政策課 担当：武藤（TEL 0187-43-1112） 

秋田県 産業労働部資源エネルギー産業課 担当：槇澤（TEL 018-860-2281） 
 

４．添付資料 
添付資料 1 電気自動車用のヒーター 

添付資料 2 あきた次世代自動車研究会体制図及び次世代自動車の暖房システムに関する WG名簿 
添付資料 3 燃焼式ヒーター搭載車両 

資料提供 平成２４年１２月１３日

秋田県立大学 

あきた次世代自動車研究会 

燃焼式ヒーターを搭載した電気自動車試乗会について 



  

電気自動車用のヒーター 
１．電気自動車の暖房時航続距離低下問題 

比較的高低差の少ない田沢湖周辺の約 80km のコースを，年間を通し，毎月同一条件で日産リ

ーフと i-MiEV それぞれについて 1 回ずつ走行した．下図に i-MiEV の月別の電費を示す．その

季節に応じた空調設定を行った結果，5～8 月は冷房を使用し，9 月からは暖房を使用した．暖房

を利用し始めた 9 月から電費が急激に低下し，1 月は夏季の約半分であった．冬季電費低下の原

因のほとんどが空調であることも確認した． 
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２．電気自動車用のヒーターとして有力な３方式 

PTC (Positive Temperature Coefficient) 特性とは，温度が上がるにつれ電気抵抗値が大きく

なる性質のことである．この性質により，安全に温度制御できる．エネルギー源をすべて走行用

バッテリーに依存する．特に温水式は，エンジン排熱を利用する内燃機関車の空調系と親和性が

高く，i-MiEV と日産リーフがともに採用している． 
ヒートポンプ式は，外気中の環境熱を熱源として利用するため，消費エネルギーよりも取り出

せる熱エネルギーが大きい（効率が高い）という特長がある．本年 11 月にマイナーチェンジし

た日産リーフが採用．今後の主流になると考えられる．しかし，気温低下につれ効率が低下する． 
燃焼式ヒーターは，家庭の FF 式石油ストーブと同様の構造で，燃焼用の吸気排気は車外で行

う．PTC ヒーターと同じく温気式と温水式がある．内燃機関車に搭載する場合，走行用のガソリ

ンや軽油を使用する．EV の場合は，新たに燃料系を搭載する必要がある．走行中に CO2 を排出

するが，発電時の CO2 排出を考慮した場合の PTC ヒーターと同等と考えられる．燃焼式ヒータ

ーは走行用電力をほとんど消費しないため，航続距離問題の解決に大きく貢献する．またバイオ

燃料の利用により，カーボンニュートラルを目指すこともできると考えられる． 

エネルギー源 バッテリー／空気中

ヒーター方式 ヒートポンプ

温気／温水 温気式 温水式 温気式 温水式

構造の特徴 シンプル
内燃機関の空調系
と親和性が高い

家庭用エアコンと同
様

FF式ストーブと

同様

内燃機関の空調系
と親和性が高い

搭載スペース ◎ ◎ ○ ×～△ ×～△

使用中のCO2発生 ◎ ◎ ◎ ×　（※） ×　（※）

安全性 ○？ ◎ ◎ ○ ○

エネルギー効率 ○ ○ ◎ ○ ○

即暖性 ◎ ○ △ ○ ○

航続距離への影響 ×～△ ×～△ △ ◎ ◎

極寒での性能 ◎ ◎ ×～△ ◎ ◎

車両採用例
ステラ
1BOX後席暖房

i-MiEV
日産リーフ2010

日産リーフ2012
（PTC併用）

大型車，キャン
ピングカー等

欧州新世代ディー
ゼル

※Well to Cabinで考えればPTCと同等．バイオ燃料を使用すれば理想的にはカーボンニュートラルを目指すことができる．

PTCヒーター 燃焼式ヒーター

車載バッテリー 燃料タンク（灯油等）搭載
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あきた次世代自動車研究会体制図及び次世代自動車の暖房システムに関する WG 名簿 
 

１．あきた次世代自動車研究会体制図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※プラグインハイブリッド車 
 
 

２．次世代自動車の暖房システムに関するワーキンググループ名簿 
 

団体名 部署 
秋田県立大学システム科学技術学部 機械知能システム学科教授 御室哲志（主査） 

〃 電子情報システム学科教授 礒田陽次 
〃 機械知能システム学科准教授 須知成光 
〃 機械知能システム学科助教 高梨宏之 

トヨタ自動車株式会社 流通企画部地域担当室東北・中国地域統括部 
三菱自動車工業株式会社 EV国内推進部 
秋田三菱自動車販売株式会社 営業部 
ベバストジーシーエスジャパン株式会社  
株式会社リミックス  
大堂電機自動車工業株式会社  
公益財団法人あきた企業活性化センター  
本荘由利産学共同研究センター  
仙北市役所 総務部企画政策課 
秋田県産業労働部 地域産業振興課輸送機産業班 

〃 資源エネルギー産業課新エネルギー産業班 
〃 産業集積課立地支援班 

秋田県立大学地域連携・研究推進センター 川内容子（研究会事務局） 
計11団体  

添付資料２

代表 御室哲志（秋田県立大学 システム科学技術学部 教授） 

次世代自動車の暖房システムに関するワーキンググループ 
主査 御室哲志 （秋田県立大学 システム科学技術学部 教授） 
概要 次世代自動車の暖房技術や暖房能力不足問題に関する情報交換を行

い、寒冷地ユーザーに実用的なソリューションを提供する活動を支援

ＥＶ・ＰＨＶ複数台充電ワーキンググループ 
主査 礒田陽次（秋田県立大学 システム科学技術学部 教授） 
概要 建物側の電力契約を見直すことなく、1 回線で複数台の EV や 

PHV※に充電するシステムの構築 

事務局 秋田県立大学地域連携・研究推進センター 



  

燃焼式ヒーター搭載車両 
１．搭載車両 

 
図 1 日産リーフ初期型（1 台） 

仙北市公用車 
図 2 i-MiEV 初期型（1 台） 

仙北市公用車 
 
２．搭載した燃焼式ヒーターの概要 

項目 
日産リーフ i-MiEV 

温水式 温気式 温水式 

メーカー：ベバスト、 型式： Thermo Top Evo AT2000ST 試作品 

使用燃料 灯油 バイオエタノール 

燃料タンク容量素材／搭載場所 10L 鋼製／トランク 5L 樹脂製／トランク

熱
出
力 

 最大出力 5.0kW 2.0kW 3.5kW 

 最小出力 2.5kW 0.9kW － 

 
３．燃焼式ヒーター（温水式）の構造 

燃料タンクそばに設置した燃料ポンプが、最適な量の燃料をヒーター本体に送る。燃焼に必要

な空気は車外から吸気し、車外に排気する。若干の電力を、車両の 12V バッテリーから取ってい

る。今回の日産リーフと i-MiEV の場合、クーラントを燃焼式ヒーターに通してから PTC ヒータ

ーに入れている。燃焼式ヒーターが十分な出力を出し始めると、PTC ヒーターは自動的に電力を

使わなくなる。 

 
 

図 3 燃焼式（温水式）ヒーター本体の外観と構造 
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温水 
冷水 

排気 吸気 
燃料ポンプ 

ウォーター

ポンプ 


