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自動車メーカが造る
3Chapter

Development of High Differential Pressure Water Electrolyzer for Smart Hydrogen Station

スマート水素ステーションに適用可能な
差圧式高圧水電解システム技術の開発

ホンダは水素エネルギー社会に向けて，
「つかう」だけではなく「つくる」ことで社会と「つながる」ことを目指した．

大規模な水素ステーションではなく，手頃な価格の小型ステーションで数を増やす．
発想は一台のクルマの中に水素ステーションを入れる，フルクローズドサイクルヴィークルだった．

水素供給装置

（株）本田技術研究所
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コンセプトは，一台のクルマの中に
水素ステーションを入れる

　クルマ社会の未来に向けて，本田技研工
業（ホンダ）は，水素をエネルギーとし，
CO2や排出ガスを一切出さない「燃料電池
自動車（FCV）」の実用化に取り組んでき
た．化石燃料に依存しない社会の実現をめ
ざすなか，水素で発電して走るFCVへの
注目が次第に高まり，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る．ホンダは，「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現在
提案しており，そのうちの「つくる」取り
組みとして，独自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」を開
発し，2014年9月にさいたま市東部環境セ
ンターに設置，同年12月には北九州市エ
コタウンセンターに設置を済ませている．
　この開発に当初からかかわってきた本田
技術研究所 四輪R＆Dセンターの第5技術
開発室第5ブロックの主任研究員である岡
部 昌規はこう語る．
「ホンダは，’80年代後半から燃料電池の
研究を始め，その際に，水素を作る／貯め
る／使うをコンセプトに基礎研究を開始し

ました．これが昨年2014年にホンダが発表
した，きたる水素社会へ向けてCO2ゼロ社
会の早期実現を目指す『つくる』『つかう』
『つながる』というコンセプトに至ってい
ます．水素社会を実現するには，クルマの
研究だけではないというのが当初からの考
え方でした」．
　同時にまた，今回の差圧式高圧水電解シ
ステムの開発においては，ホンダらしい夢
も技術者たちにはあった．岡部の下で，ア
シスタントプロジェクトリーダーとして
開発を推進してきた第5技術開発室第5ブ
ロックの主任研究員である中沢 孝治は，
「そもそものコンセプトは，一台のクルマ
の中に水素ステーションを入れちゃう，フ
ルクローズドサイクルヴィークルの発想で，
太陽光発電の電力で水素を作って貯め，水
を補給すれば走り続けるクルマという構想
でした」と打ち明ける．
　しかしこれを実現するためには，クルマ
の屋根に取り付けた太陽光発電の効率が理
論値以上に向上しないと便利に使えないと
いうことから，クルマから水素製造部分を
独立させて太陽光発電と組み合わせた水素
ステーションのための技術開発が生まれた
のであった．
　そして岡部は言う．
「ホンダは，お客様に商品を届けるメーカ

なので，大規模な水素ステーションのよう
な大型プラントの考えはなく，数を作って
手ごろな価格でたくさんの水素を普及させ，
燃料電池車を一日も早くお客様の手元に届
けられるようにする．そのための，分散型
水素供給の考え方からこの開発は生まれて
います」（図1）．
　そしてホンダは，2001年から米国ロサン
ゼルスで太陽光発電によって得た電力で水
を電気分解し，水素を製造する実証実験を
重ねてきた．

膜が圧力に耐えられないだろう
でもやってみないと分からない

「開発の始まりは，常圧の水電解と機械式
コンプレッサによる昇圧を組み合わせた方
式でした．しかしこれでは，小型化した場
合に効率が上がらない欠点がありました．
この欠点を解決するための考え方として高
圧水電解が適しています．当時からすでに，
高圧水電解の考え方は概念として世にあり
ました．しかし差圧式高圧水電解は，圧力
差が生じるので，薄い樹脂製の膜では圧力
を保持できないだろうと一般的に思われて
きました．つまり，できないだろうという
のが，常識的な見解でした．
　とはいえ，ホンダには，やってみないと

水素発生時の圧力を生かした差圧式高圧水電解

　自動車メーカでありながら，FCV（燃料電池車）への水素
供給装置を開発したのがこの技術である．水を電気分解して
水素と酸素を手に入れるため，電解質膜として約 100 ミクロ
ン前後の薄い樹脂膜を用いるが，これに耐圧性を持たせるこ
とで，機械式コンプレッサを使うことなく35MPa（約 350 気
圧）という高圧水素を製造する装置を開発した．電解質膜を
使い水の電気分解をすることは，常圧式でも高圧式でも同様
で，高圧式の場合は水素発生するセルに耐圧性を持たせ水素
をそのままセルに発生させ続けることで水素が高圧になってい
く．その際，大気圧の循環水と発生した水素との間で 350
気圧という差圧が生じ，これを薄い樹脂膜で耐えなければなら
ない．この実現のため，樹脂膜が破れない支持構造でありな
がら，電気分解のための水の供給を十分に行える水路の両立
を図るところに開発の鍵はあった．差圧式高圧水電解システ
ムの完成により，昇圧と除湿にかかわるエネルギー損失を従
来の常圧式水電解システムの 1/4 にまで削減している．
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分からないという考え方が企業文化として
残っており，これまで実証を積み重ねてき
た常圧水電解の部品を使い，耐圧容器を
作って，電解室膜の耐圧試験を試してみた
のです．それをやったのが中沢でした」．
「ロサンゼルスで試験をしてみて，限られ
た太陽光エネルギーから水を電気分解し水
素を作る上で，常圧水電解とコンプレッサ
の組み合わせはあまりに効率が悪いのが分
かりました．効率が悪い原因は，コンプレッ
サの稼働に電力が使われてしまうことで，
これによって約1/4のエネルギーを消費し
ていました．なんとかして，コンプレッサ
無しで高圧水素を作れるようにしたい．
　一方で，そのコンプレッサは市販品を
使っていたため，開発チーム内に耐圧の知
見がありませんでした．機械便覧など資料
を参考に高圧容器を設計し，電解質膜は常
圧水電解で使っていた固体高分子膜をその
まま使って試験をしてみました．
　すると，初めて作った装置で10MPa（約
100気圧）以上まで耐えたのです．これは，
岡部の想像を10倍以上も上回る結果でし

た」と，中沢は振り返る．
　そのときのことを岡部は，
「常識的な発想として，厚さがわずか100
ミクロン前後の樹脂製の膜が，圧力に耐え
られるとしてもせいぜい10気圧程度だろ
うと思うじゃないですか．まさか100気圧
にも耐えるとは思わない．それが大丈夫だ
と中沢が言ってきたのです．最初は計算間
違いだろうと疑いましたが，計算し直して

みても間違いはないと言う．これは，この
先をちゃんと考えていかないといけないと
思いました」と話す．
　ごく薄い樹脂膜が，なぜそれほど高い気
圧に耐えられたのか？
「樹脂の膜に圧が掛かれば，そのまま伸び
ていってやがて破れると普通は考えます．
私もそれを想像したのですが，実際は，樹
脂膜を保持している構造によって伸びが抑

図1　10フィートコンテナサイズで仕立てられたスマート水素ステーション
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えられ，圧が上がっても破れなかったので
す．最初の試験の際に壊れた部分は，膜と
一緒に圧縮を受けた膜の下の構造部が変形
し，その結果，膜も破れたという状況でし
た．ならば，構造部をより丈夫にしていけ
ば，さらに高い圧力の保持を実現できるの
ではないかということになったのです」と
岡部は答える．
　その一方で，中沢は岡部の驚きとは別に，
ある種落胆していたと言う．
「自分が目指していたのは，70MPaとか
100MPaといった高圧でしたから，なんだ
その1/4とか1/5でしかないのかと思った
のです．残念ではありましたが，そこで諦
めるのではなく，課題が明確になったこと
によって，そこからの開発はある意味で早
かったと言えます．
　まず『やってみようぜ』から始まり，そ
こから，PDCA（プラン・ドゥ・チェック・
アクション）をいかに高速で回していくか，
そしていかにより良いものへ近づけていく
かという動きとなって，今日につながって
います」．

構造部の強度アップと
水の流れの両立はできるのか

　では，その目標とする高圧化へ，どのよ
うな開発が行われたのか．
「高圧化への鍵を握るのは，電解質膜を保
持する構造部の強度アップでした．構造部，
すなわち水を供給する流路は2点で支持さ
れているのですが，その取り付けピッチを
狭めれば丈夫になります．ところが，ピッ
チが狭まると，電気分解をするための水の
供給路が狭くなり，十分な水の供給ができ
なくなります．また，給電体（電解質膜を
支えながら給電する多孔質部材）自身の強
度も同様で，強度を増せば水が触媒まで供
給されにくくなります．耐圧性と給水・排
水経路の確保という背反する性能をいかに
両立させるか．この研究を，ちょうど入社
してきた針生に任せました」と中沢．
　大学では，化学工学を専攻し超臨界流
体を用いた研究をしてきた，第5技術開発
室第5ブロックの研究員である針生 栄次は，

環境技術に取り組みたいと燃料電池の開発
を希望して入社した．だが，配属はこの差
圧式高圧水電解システムの開発であった．
「どれほど難しい開発であるのか，大学の
専攻が化学なので，図面を描いたこともな
い私には当初それほど実感はありませんで
した．ところが実際に取り掛かると，膜を
破れなくするにはどうしたらいいのか，開
発の難しさに直面しました．高圧窒素を用
いた耐圧試験でいろいろな条件で実験して
も，毎日のように膜が破れ，埒

らち

があきませ
ん．そこで破れないように構造の強度を増
すことと，水を流すための流路と給電体の
空孔を大きくとることとを両立するうえで，
その関係性を数値化できないかと考えたの
です．悩んだ末に，膜を支えている孔と孔
の深さとに関係性が生まれるのではないか
と思いつきました．
　孔がたとえ大きくても，浅ければ膜はそ
れほど伸びず破れません．一方，孔が小さ
くても，深ければ膜が破れます．この関係
を整理することによって，孔の径と，膜が
破れるか破れないかの関係性を見いだせる

岡部 昌規 Masanori OKABE

株式会社本田技術研究所
四輪R＆Dセンター
第5技術開発室・第5ブロック
主任研究員

「この開発に最初からかかわってきて，
社内でやっと認知もされるようになっ
たところで，自動車技術会という社
外の賞を頂けてよかった，社外から
の評価に感慨深いものがあります」

中沢 孝治 Koji NAKAZAWA

株式会社本田技術研究所
四輪R＆Dセンター
第5技術開発室・第5ブロック
主任研究員

「普段，妻と仕事の話はしても分か
らないのでしませんが，楯を家へ
持って帰り，また妻の実家からも受
賞の話が出て，喜んでくれているの
が伝わり嬉しかったです」

針生 栄次 Eiji HARYU

株式会社本田技術研究所
四輪R＆Dセンター
第5技術開発室・第5ブロック 研究員

「入社するまで図面を描いたこともな
く，大学では化学を専攻してきた自分が，
機械分野である自動車技術会の賞を頂
戴し，自分なりによく頑張ったなと思って
います．家族や親にも仕事の成果を見
せることができ，また妻は，自動車業界
の他社の技術者でもありますので，表
彰式には来てもらい，写真を撮ってもら
うこともでき記念になりました」
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のではないか．この相関を絵にして，岡部
に見てもらいました」．
「100ミクロン，200ミクロン，300ミクロ
ン…といった幾つもの孔と，それぞれに深
さの違う治具を作り，そこに膜を載せて圧
を掛けます．膜の伸び率と水の経路の広さ
の関係がこの実験を通じて明らかになり，
中沢がはじめに試した10MPa以上まで膜
が破れずに済んだ現象と，それをどう活か
してゆけばモノとして成立させることがで
きるのかという原理が整理でき，中沢が試
した高圧に耐え得るということが，偶然だ
とか，一度だけの成功例ではないというこ
とを実証することができたのです」と，岡
部は，技術として前進するきっかけを解説
する．そして中沢は，
「鍵となる膜の耐圧性向上にかかわる開発
が一つ確立することで，次はセパレータの
関係性も分かってくるようになり，全体を

押さえるエンドプレートの諸元も見えてき
ます．差圧式高圧水電解スタック内の各部
品のハード設計が進展しました（図2）．
　同時に，電流はどれくらい流すと効率が
いいのか，水の流し方はどれくらいだと効
率がいいのかという，ソフト面での開発も
進みだしました」．
　こうして，35MPaの差圧式高圧水電解
システムの装置ができあがると，付随して
いろいろな良い結果ももたらされた．
　たとえば，FCVに供給する水素は，不
純物の濃度が5ppmという純度の高さが要
求されるが，差圧式高圧水電解システムを
使うことにより，不純物となる水や酸素が
極めて少ない水素を製造することができる
ことになる．
　針生は，
「ISO（国際標準規格）で，水素内の水分
が5ppmでなければならないとされていま

す．常圧では，水素に含まれる飽和水蒸気
量が多く数万ppmあり，これを除湿しなけ
ればなりませんが，35MPaの高圧になる
と3桁小さい100ppmほどとなり，そこか
ら5ppmまで除湿するための除湿器の消費
エネルギーは，ロサンゼルスで当初開発し
た常圧水電解に比べ非常に小さくなる．昇
圧コンプレッサの削除と除湿器エネルギー
の低減の両方で，消費電力を，1/4まで削
減することができたのです」と説明する（図3）．
　またホンダは，水分同様に不純物とされ
る酸素の濃度を1ppm以下に実現し，後処
理なしでの水素品質要求を満たしている．

風雨にさらされた実証実験
社会の中での姿が見えてきた

　この差圧式高圧水電解システムは，10
フィートコンテナと呼ばれる，間口約3m，
奥行きと高さが約2.3mの内航船用のコン
テナサイズに収まるようまとめられている．
それでも岡部は，
「自動車メーカのホンダとしては，もっと
小型にしないと許されないんじゃないです
か．中を見てもらえば，スカスカに隙間が
空いています（笑）．しかしいまは，一日
でも早く水素の供給があらゆる場所ででき
るようになり，どの地域でもFCVを使っ
て戴ける状況になることを優先して，自治
体モデルとして10フィートコンテナに収
め，地方自治体と協力して実証実験を重ね
ているところです」と述べる．
　実証実験の成果は，どのような手応えで
あるのだろう．中沢は，
「開発では，実験室内での稼働となるので，
雨風や温度変化の少ない安定した環境で運
用できます．しかしいったん外に出ると，
台風にさらされ，横殴りの雨の中に置かれ
る状態になったりするので，当初は雨が中
に入って止まるといったことも経験しまし
た．実証実験することにより，四季を通じ
て暑さ寒さなどにも対応できる知見を得る
ことができました．
　ほかに，県庁の方など一般の方々にも，
使用上の教育を受けていただくことで操作
していただきますから，操作パネルが分か
りやすいとか，操作しやすくとか，保守管
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図3　飽和水分濃度は常圧水電解と比較し1/10以下になった

Schematic view of anode side

H2O O2

Tensile stressH+

Catalyst

Catalyst

PEM

H2 H2 H2
35MPa Perforated sheet

Porous high-strength material

Surface

Surface

Section

図2　電解質で生じる圧力差を保持する電極構造
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理はどうすればいいかなど，製品としての
利便性向上のための知見も手に入ります．
　技術の開発にとどまらず，世の中へ出し
ていくためにはどうあるべきかという姿が，
想像できるようになりました」と手応えを
語る．
　また，ホンダが描く水素社会という広い
取り組みとして，差圧式高圧水電解システ
ムを使ったSHS（スマート水素ステーショ
ン）が，ほかの取り組みとどう調和してい
けるのかという，社内での関係性の構築も
これから必要になってくると岡部は言う．
　こうして，連続運転時間で1万時間以
上（1年は8760時間），オン・オフ試験で
1000サイクルの耐久安定性を確保した，差
圧式高圧水電解システムが完成した．
　改めて岡部は，「いまこの3人で開発して
きた過去を振り返ると，よくここまで来た
という達成感が非常に大きいですね．開発
を始めた当初は当然社内での認知度もなく，
部門内でもどうなるのかという疑問符のつ

く見方がありました．しかし今日では，社
内の協力者も増え，外のお客様にも使って
戴ける実証実験ができるまでになりました．
そのように，生み出すことは叶いましたが，
これからは，世に出す商品として育ててい
くという背負ったものの大きさを，ヒシヒ
シと感じているところです」と話す．しか
しそれはすなわち，研究開発が製品となり
世に出ていく段階にまで達したことを意味
していると言えるだろう．
　中沢は，「当初は数人で始めた研究開発
が，いいタイミングでSHS（スマート・ハ
イドロジェン・ステーション）として営業
活動が始まりつつあり，社内での認知度も
上がって嬉しい気持ちでいます．和光研究
所での基礎研究から始まり，四輪R＆Dセ
ンターの栃木研究所へ移って，そこで唯一
タイヤのない技術開発をやらせてもらいな
がら，よくここまで来ることができたと有
り難く思っています．開発はまだ途中段階
で，FCVは70MPaのタンクを搭載してい

ますから，そこを目標に目指していきたい
と思っています」と語る．
　針生は，「いま，感慨深いものがあります．
小さなセルを用いた実験で，圧を高められ
るのか，その高圧に耐えられるのかという
要素研究から始まって，一つの形となって
装置が出来上がりました．私は入社以来，
この開発のみに携わり，車両開発などの製
品化を経験していません．いつかは，商品
としてお客様に使って戴けるようにしたい
という目標があります．そこへ行けたとき，
いま覚える感慨が，達成感になるのだと思
います．そこに辿りつきたいですね」と，
商品としての完成へ思いを語った．
　現在，さいたま市や北九州市での実証実
験が続けられている．水と電気さえあれば，
どこでも水素を生み出せ，しかもそのため
のエネルギー消費が極めて少ない，他に例
を見ない水素製造装置の完成は，次の一歩
へ力強く踏み出そうとしている．
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