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Hondaは、ガソリン車の低燃費化をはじめ、ハイブリッド車、
プラグインハイブリッド車、電気自動車（EV）など、環境に配慮
したさまざまな車の研究開発を推進してきました。その頂点に
位置する「究極のエコカー」として、1980年代後半から開発に
注力してきたのが、燃料電池自動車（FCV）です。
水素は、燃料として使用したときに CO2や有害な排気ガスを
いっさい出さないクリーンなエネルギーです。また多様な方法で
の製造が可能で、運搬や貯蔵が比較的容易であることから、ク
ルマの燃料として適しています。さらに、FCVは航続距離や燃
料補給時間についてもガソリン車と同程度を実現しています。

Hondaが着目したのは、こうした水素エネルギーを「つかう」
際の優位性だけにとどまりません。水素エネルギーを「つくる」、
水素エネルギーで「つながる」といった側面からも、その可能
性を追求しています。Hondaは「つくる」「つかう」「つながる」
というコンセプトのもと、エネルギーを消費するだけでなく、モ
ビリティを通じてエネルギー供給を支えていく社会をめざしてい
ます。本特集では、水素エネルギーを活用して「自由な移動の
喜び」と「豊かで持続可能な社会」の実現をめざす、Hondaの
取り組みを紹介します。

水素で、新しい明日を。
ー「自由な移動の喜び」と「豊かで持続可能な社会」の実現をめざす Hondaの取り組み ー
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水素のつくり方
― CO2ゼロの水素をつくるには ―

再生可能エネルギーで発電した電力を使い、水の電気分解を行うことに
よって、CO2ゼロの水素を「つくる」ことができます。　　

従来の水素ステーション（例） スマート水素ステーション（SHS）

なぜ、Hondaは自ら水素をつくるのか    　　　　　          

Hondaは、水の電気分解（水電解）から水素を「つくり」ます。
なぜなら、Hondaは CO2ゼロ社会をめざしているからです。
水素をつくるためには、化石燃料やバイオマスなどからの生
成や水電解による生成があります。しかし、そのなかで CO2

が発生しないのは「再生可能エネルギーを使った水電解 」だ
けです。水素の生成段階で CO2を発生させてしまっては、
FCVを開発する意味がないと Hondaは考えました。
そこで 2001年から、水電解で水素を「つくる」研究開発に自
ら取り組み始めたのです。

Honda独自の小さな水素ステーション    　 　　　　　  

 2010年、Honda は独自の高圧水電解システム「Power 

Creator」の開発に成功。世界初の技術で、水電解装置の画
期的な小型化を果たしました。
これまでのシステムでは、生成した水素をコンプレッサー
で圧縮する必要があるためエネルギーロスが大きく、法規
上も広大な土地を占有しなくてはなりませんでした。Power 

Creatorは、生成した水素が自ら圧縮される仕組みのためコ
ンプレッサーが不要で、エネルギーロスが少なくなりました。

Hondaは Power Creatorを中心にクルマへの充填装置も含
めてパッケージ化した「スマート水素ステーション（SHS）」を、
岩谷産業株式会社と共同で開発。これにより大幅な設置面積
縮小と工期短縮を達成し、水素エネルギー普及の可能性をさ
らに広げました。水と電気さえあれば、これまでよりはるかに
簡便に水素を「つくる」ことができるようになったのです。

再生可能エネルギーで、水素を「つくる」。
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クリーンなエネルギーを使って、
人とエネルギーが自由に移動する時代に        　　　　  

水素を使って CO2ゼロで走る FCVは、「どこへでも行ける」
という Hondaがクルマに求めてきた価値を、ガソリン車と同
等に継承することができます。 同時に FCVは、人だけではな
く、「水素」といういつでも電気に変えられるエネルギーをも
移動させることで 「つくる」「つかう」「つながる」 の要となる
存在です。
水素は長期保存が可能で、好きなときに電気エネルギーに
変えて「つかう」ことができます。電気のかたちでエネルギー
をためるバッテリーより、多くのエネルギーを移動できるのが
利点です。
今後、FCVの普及によって、ドライバーがクリーンなエネル
ギーを自由な場所に移動させ、「つかう」時代がやってくると
Hondaは考えています。

クルマのあたり前を、
FCVでもあたり前に　　　　　　    　　　　　　　　 

Hondaは、2002年に「FCX」、2008年に「FCXクラリティ」
と、FCVを世界に先駆けて販売してきました。2016年 3月に
発売した「クラリティ FUEL CELL」では、燃料電池、モーター
および制御装置を市販車として世界で初めてボンネットの中に
集約。それにより水素タンクの容量が拡大。より多くの水素
を移動させることができるようになりました。さらに、FCVと
してほかに類を見ない、5人が快適に過ごせる室内空間を実
現しています。　　

クラリティ FUEL CELL

燃料電池、モーターおよび制御装置
バッテリー 水素タンク

正しく使えば安全に使える水素
―Hondaの安全対策 ―

ガソリン車と同等なクルマとしての価値を持つ FCV。
FCVの燃料である水素はガソリンなどと比べて安全性は
どうなのでしょう？
水素は軽く、万が一漏れてもすばやく拡散するため、
低部にたまりやすいガソリンやＬＰガスと比べても安全
性の高さにつながる性質があるといわれています。

Hondaは、こうした水素の特性を十分理解しながら、
水素を漏らさない構造、万が一漏れてもすぐに検知して
止め、排出する仕組みを採用し、ボディ骨格とともに実
用性と安全性を両立させています。　

水素を「つかう」。人と一緒に水素が移動していく。

クラリティ FUEL CELL
ボディ構造イメージ

バッテリーや水素タンクを保護する専用骨格

水素タンク

バッテリー燃料電池
モーター
制御装置



電流のイメージ 

電流のイメージ 

整った波形の高品質な電気
歪んだ波形の低品質な電気
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医療機器にも給電可能な高品質な電気
― 鳥取大学医学部附属病院との共同実証実験 ―

2015年 8月、Hondaは鳥取大学医学部附属病院と共
同で、 Power Exporter 9000によるさまざまな医療機器
への電力供給試験を行いました。その結果、商用電力
と同等以上の整った波形での電力供給と医療機器の正
確な作動が確認されました。このように高品質な電気は、
平常時の活用はもちろん、災害時における医療機器の
作動など、高い社会的価値を提供します。

「つながる」ことの大きな可能性        　　　　　　　　  

FCVは「走る電源」でもあります。移動先でさまざまな電気
機器に「つながる」ことで、送電網がない場所でも電気のある
生活やレジャーを楽しむことができるのです。また発電時の音
もとても静かです。
携帯電話が電話線から私たちを解放したように、送電網から
自由になれるということは、大きく社会に寄与できる可能性を
持っていると Hondaは考えています。

発電機をつくって 50年。技術の蓄積を活かす 　　　　 

「つながる」デバイスとして、 Hondaは可搬型外部給電器
「Power Exporter 9000」 を開発しました。 

FCVが出力する電力は直流です。一方、つなぐ機器の多く
は交流を使用しているため、直流から交流への変換が必要に
なります。このとき電圧・周波数のバラツキやノイズが多いと、
機器が作動しないばかりか、故障の原因となります。

50年間発電機をつくり続けてきた Hondaは、電気機器接続
の豊富な経験を活かし、送電網の商用電力と同等の、高品質
な電力への変換を実現しました。その結果、Power Exporter 

9000は、医療機器までも動かせるのです。
来たる FCVや EVなどの電動車両が普及した社会では、これ

らのクルマをさまざまな電気機器につなぐ場面が想定されま
す。しかし実際にはメーカーや車種ごとに供給する電圧が異な
ります。Power Exporter 9000は、他社の FCVや EVも接続
できる仕様としています。Power Exporter 9000はメーカーの
枠を超え、さまざまなクルマからさまざまな機器へ「つながる」
世界初※のデバイスなのです。

※Honda調べ。

さまざまなクルマから、さまざまな機器へ「つながる」。

救命救急センターに持ち込まれた Power Exporter 9000
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