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「Honda FCV CONCEPT」
によるイメージ

視点 1 気候変動問題、エネルギー問題との対峙

水素社会を、現実に。
Hondaは、クルマ社会の未来に向けて、水素をエネルギーとし、CO2や排出ガスを一切出さない究極のエコカー
「燃料電池自動車
（FCV）
」
の実用化に世界に先駆けて取り組んできました。化石燃料に依存しない社会の実現を
めざし、水素で発電して走るFCVへの注目が高まり、日本では、水素インフラ整備に向けた政府・産業界による取
り組みも活発化しています。Hondaは、
「つくる・つかう・つながる」
のコンセプトのもと、水素エネルギーの活用
のあり方を社会に提案していきます。そんな水素社会の実現に向けたHondaの取り組みを、四輪事業本部 執行
役員の三部敏宏が語ります。
「つくる・つかう・つながる」
をコンセプトに

本田技研工業株式会社
執行役員

地球規模の気候変動問題や新興国などでの大気汚染問

三部 敏宏

題が深刻化するなかで、
自動車の環境性能に対する社会の
要求は年々厳しさを増しています。今後、
日米欧の先進国市
場では、
燃費・CO2排出量などに関する規制がさらに厳格化
されていく見通しです。
Hondaは、
こうした規制強化に的確に対応しながら持続可
能な交通社会の発展に寄与していくために、
ガソリンエンジン
の低燃費化をはじめ、
ハイブリッド、
プラグインハイブリッド、
電気自動車
（EV）
など、
さまざまな環境技術の研究開発を推
進してきました。
この技術ロードマップの頂点に位置する
“究
極のエコカー”
として、
1980年代後半から積極的に研究開発
を進めてきたのが、
水素と酸素を化学反応させ、
発生した電
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電力で水を電気分解してつくった水素を貯蔵しておき、
電力

気でモーターを回して走る燃料電池自動車
（FCV）
です。
FCVは、EVと同様に走行中にCO2を一切排出しないの

ピーク時や災害による停電時にFCVから電力を供給するな

はもちろん、EVの課題とされる1チャージでの航続距離や

ど、非常時にも社会に貢献できるエネルギーとして活用が

燃料充填時間などにおいても、現在のガソリン車と同等の

期待されています。

使い勝手が可能です。そのため、近距離のコミューター用

Hondaは、FCVの環境性能の追求はもとより、FCVだか

途にとどまらず、中距離～長距離の移動手段としても活用

らできる
「楽しさ」
や
「喜び」
といった魅力に溢れたモビリティ

することができます。

の提案とともに、持続可能な社会に貢献する新たな可能性

さらに、
FCVの燃料となる水素は、
天然ガスや石炭から取

を創出しています。
このようなFCVを中心に
「つくる・つかう・

り出す以外にも水の電気分解など多様な手段で製造でき、

つながる」
というコンセプトの実現に向け、幅広いステーク

輸送や貯蔵もできるため、次世代の有望なエネルギーとし

ホルダーと連携し、
将来の水素社会を支える技術・製品の実

て期待されています。例えば、再生可能エネルギーの余剰

用化に取り組んでいます。

Hondaが描く水素エネルギー社会

つくる

つかう

再生可能
エネルギー

非常用電源
（100V）

避難所

水素

ソーラー

水素
製造
風力

H2

家庭用給電
（200V）

住宅

自然への
還元

水力

バイオマス

つながる

水の
電気分解

蓄電設備給電
（200V）

蓄電設備

水

太陽光などで水から水素をつくる
「スマート水素ステーション
（SHS）
」

水素をつかって発電し、排気ガスを
一切出さずに走る
「FCV」
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水素社会に向けた開発の歴史
1996

つかう

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

Prototype

燃料電池車の
開発
FCX-V1(1999)

つくる

基礎研究

水素
ステーションの
開発

つながる

FCX(2002)

FCX(2004)

SHS0

FCXクラリティ(2007)

SHS1

SHS0(2002～2003)

SHS1(2003～2009)

EX500 正弦波インバータ発電機

SHS2

SHS2(2010～ @LA) SHS2(2012～ @JPN)

外部給電インバータ

外部給電器の
開発
V2H(2013～)

V2L
（2014～）

幅広いパートナーと連携して水素社会を支える
仕組みを構築

「環境性能」
はもちろん
「走る楽しさ」
を追求
Hondaは、2002年、FCVとして世界で初めて米国で米

FCVの普及には、水素ステーション網の整備が不可欠で

国環境保護庁およびカリフォルニア大気資源局の認可を取

す。その実現には、
より安価で環境負荷の少ない水素燃料

得した燃料電池自動車
「FCX」
を開発し、米国と日本でリー

の製造・輸送・貯蔵技術の確立や、水素の取り扱いに関する

ス販売しました。また、2003年には氷点下でも始動できる

法規制の見直しなど、水素エネルギーの活用を促進してい

世界初の燃料電池スタックを開発するなど、世界のFCV開

くための環境整備が必要です。

発を技術面でリードしてきました。

そこでHondaでは、水素社会の実現に向けた産業界・行

加えて、2007年には、環境性能などの技術面だけでな

政・研究機関などのプロジェクトに積極的に参加して政策

く、革新的なセダンタイプのパッケージや異次元のドライ

立案に資する情報提供や提言を行うほか、
「つくる・つかう・

ブフィールなど、Honda車のアイデンティティでもある
「走

つながる」
というコンセプトのもと、エネルギー産業や自治

る楽しさ」
「移動する喜び」
を追求した
「FCXクラリティ」
を発

体などのパートナーと連携し、水素エネルギーを有効活用

表しました。

するための仕組みづくりに取り組んでいます。

その後継モデルとして2014年11月に発表した
「FCV

具体的には、水素を
「つくる」
取り組みとして、Honda独自

CONCEPT」
は、従来型に比べて出力密度を約60％向上さ

の高圧水電解システムを用いた
「スマート水素ステーション

せ、
100kW以上という高出力を維持しながら33％の小型化

（以下、SHS）
」
を岩谷産業株式会社と共同開発し、2014年9

を実現した新開発の燃料電池スタックを採用しています。そ

月にさいたま市東部環境センターに、同年12月に北九州市

の結果、
「FCV CONCEPT」
は、環境性能・走行性能はもち

エコタウンセンターに設置しました。現在は、それぞれの自

ろん、
クルマの居住性、
ユーティリティなどにおいても、最高

治体、岩谷産業と共同実証実験を進めています。

レベルの完成度を備えたFCVになったと自負しています。

SHSは、
高圧水電解システムを採用することで従来の商用

Hondaでは、このコンセプトモデルをベースにした新型

水素ステーションに不可欠だったコンプレッサー
（圧縮機）
を

FCVを、2015年度中に日本国内で販売し、その後、米国や

不要にしたほか、徹底した省スペースを推し進めた結果、主

欧州へと展開する予定です。

要設備をコンテナサイズ
（3.2m×2.4m×2.4m）
にパッケー
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ジ化することに成功しました。これにより、約１日で設置でき

進めており、
FCVを活用した電力ピークカットの可能性や災

るうえ、
水道水と電源があれば水素を生成することができる

害時の非常用電源としての実用性などを検証しています。

ため、
商用水素ステーションの整備までに時間を要する地域

Hondaでは、
このような実証実験を国内外のより多くの自

にも容易に導入できます。また、
エネルギーの地産地消や再

治体で展開していく計画です。さらに、海外での水素ステー

生可能エネルギーの活用にも対応しており、
さいたま市では

ション普及に向けたプロモーション活動もいっそう強化して

ごみ焼却発電、北九州市では太陽光発電を使って水素を製

いきます。

造しています。

Hondaは、
これからも
「つくる・つかう・つながる」
の具現

これらのプロジェクトでは、水素エネルギーを
「つかう・つ

化を通じて、水素エネルギーの活用促進や再生可能エネル

ながる」
ための取り組みとして、Hondaの現行の燃料電池

ギーの有効活用を実現していきます。そして、FCVをはじめ

自動車
「FCXクラリティ」
と、燃料電池スタックで発電した電

とする魅力的なモビリティの開発はもちろん、
これまでの自

力を取り出せる
「外部給電器」
を活用しています。この外部

動 車メーカー の 枠を超えた多 彩な環 境 技 術や製 品・ソ

給電器を用いて、FCVから家庭に電力を供給するV2H

リューションを駆使して、豊かで持続可能な社会の実現に

（Vehicle to Home）
や、
公共施設などに設置された蓄電池

貢献していきます。

に継ぎ足し充電するV2L
（Vehicle to Load）
の実証実験を

TOPICS

欧米市場でのFCV展開を視野に水素ステーションの普及促進に注力
環境規制の厳しさに加えて長距離ドライブのニーズが

同で設置・運用しています。この施設は、再生可能エネル

高い米国および欧州主要国は、CO2を排出せず、1チャー

ギー由来の水素を商業スケールで供給可能にした英国初

ジでの航続距離の長いFCVにとって有力な市場です。
この

の水素ステーションです。

欧米市場でのFCV展開を視野に入れ、Hondaは早くから

これからも現地の産業界や世界の主要な自動車メー

水素ステーションの普及促進などに力を注いでいます。例

カー、水素サプライヤーと連携しながら、欧州での水素ス

えば、米国では、2002年からカリフォルニア州ロサンゼル

テーション網構築に取り組んでいきます。

スで、
ソーラー水素ステーションの実証実験を実
施。さらに2010年には、
一般家庭への導入も可能
な小型・低騒音・低コストの進化型ステーションの
実験を米国内においていち早く開始しました。
一方、
欧州でも、
ドイツや英国の
「H2 Mobility」
、
英国をはじめ欧州数カ所で展開される
「HyFIVE
（Hydrogen For Innovative Vehicles）
」
など、
複
数のFCV／水素供給インフラ普及プロジェクトに
参加。とくに英国の工場では、太陽光発電による
水電解式大型水素ステーションを国・自治体と共

Photography courtesy of cwp
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