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1．はじめに 

燃料電池の基本原理は 1839 年にイギリスのグローブ卿

（Sir William Grove）により発見されたが、100 年以上も実

用化されることはなかった。1960 年代からアメリカの宇宙開

発計画で採用されることはあったが、装置が大きく重いこと

から自動車用途としては注目されるエネルギー源ではなかっ

た。(1) 
1980 年代後半にカナダのバラード社が、ダウ社の高性能電

解質膜を PEFC に採用することで、小型・軽量で高いエネル

ギー効率を達成した。当初はバスへの搭載であったが、80℃
前後の作動温度と 50～60％と高いエネルギー変換効率が得

られ、車両搭載の可能性が見えてきた。1990 年代に入り自動

車各社は燃料電池実験車を開発し、米国 California Fuel Cell 
Partnership（CaFCP）に代表される実証実験等を通じて実

用化に向けた開発を加速した。 
2002 年にはアメリカおよび日本で、トヨタとホンダが少量

ではあるがリース販売を開始し、2008 年には既販車ベースで

はなく燃料電池電気自動車として専用設計された FCX クラ

リティが個人向けリース販売されるに至った。 

本報では FCX クラリティの開発内容および主要技術について

紹介する。 

 

2．ホンダ FCX クラリティ(2) 

FCX クラリティは燃料電池電気自動車として専用設計され、

ホンダ独自開発の燃料電池スタック「V Flow FC スタック」

を核に、走行中に CO2 を排出しない究極のクリーン性能だけ

でなく、燃料電池電気自動車だからこそできるデザイン、パ

ッケージ、そして異次元のドライブフィールを実現している。

V Flow FC スタックは、大幅な性能向上と軽量・コンパクト

化を達成し、先代 FCX に搭載している「Honda FC スタック」

に比べ出力を86kWから100kWに向上すると同時に、－30℃
での低温始動も可能としている。また軽量・コンパクト化し

た燃料電池をセンターコンソールに配置することなどにより、

低全高のセダンフォルムとゆとりある空間を両立している。

航続距離も 30％向上し、レシプロエンジン車と肩を並べる

620km を確保している。 
クラリティ（Clarity）の意味は「明快・明晰」。クルマの

未来にチャレンジするホンダの明快な解決策となる燃料電池

電気自動車を創造する、という意志を込めてネーミングした。 
(1) 車両デザイン 

 車両外観を Fig.1 に示す。従来の燃料電池電気自動車は発電

システムを床下に搭載する SUV タイプの車両形態が主流で

あったが FCX クラリティは斬新なエクステリアおよびイン

テリアデザインをまとった画期的なセダンプラットフォーム

を実現している。 
外装色には宝石のスターガーネットをモチーフとした専用

色を採用している。 

 
Fig.1 FCX クラリティ 

車両の主要諸元を Table 1 に示す。 
 

Table 1 FCX クラリティ諸元表 
車名・型式 ホンダ・ZBA-ZC3
全長x全幅x全高(mm) 4845x1845x1470
車両重量(kg) 1,630
最高速度（km/h) 160
航続走行距離 ：10・15モード走行 (km) 620
モーター最高出力（kW［PS］） 100［136］
モーター最大トルク（N・m［kg・m］） 256［26.1］
燃料電池スタック最高出力(kW) 100
リチウムイオンバッテリー電圧（V） 288
高圧水素タンク容積(L) /充填圧力(MPa) 171 / 35
水素充填時間 3～4分  

 
(2) パワートレイン搭載技術(3) 
燃料電池パワートレインは Fig.2 に示すように電動駆動シ

ステム、燃料電池システム、リチウムイオンバッテリーシス

テム，高圧水素供給システムからなり、個々のコンポーネン

トを徹底的に小型化した結果、従来の FCX と比べ重量出力密

度が 2 倍、容積出力密度が 2.2 倍となり、広々としたフルキ

ャビンフォルムを実現している。 
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Fig.2 パワートレイン レイアウト 

 

(2-1) 電動駆動システム 

 力強い加速性能と最高速度の向上、車両パッケージングの

ためのコンパクト化を目指し、駆動モータ、ギヤボックス、

Power Drive Unit (PDU)で構成される新構造の電動駆動シ

ステムを開発した。 
駆動モータは最高出力が従来の80 kWから100 kWへ向上

し、さらに高回転域までこの出力が維持されるため、ゆとり

のある追い越し加速を実現している。 
また，駆動モータとギヤボックスを同軸化し、さらに PDU

も一体化した結果、前後方向が 162 mm、高さを 240 mm 小

型化している(Fig.3)。 
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Fig.3 電動駆動システムの進化 

 

(2-2) 燃料電池システム 

従来の Honda FC スタックは水素や酸素を横方向に流すセ

ル構造を採用していたが、V Flow FC スタックでは縦方向に

流す新しいセル構造を採用している。これにより、発電面か

らの生成水は重力を利用してよりスムースに排水可能となり、

流路高さを浅くすることができ、軽量およびコンパクト化に

貢献している。 
さらに V Flow FC スタックは、水素、酸素、冷媒を発電面

内へ均等に供給するために、冷媒を横方向から水素と酸素の

流路を立体的に縫うように流す構造の Wave 流路セパレータ

を採用している(Fig.4)。 

 
Fig.4  V Flow FC スタック構造 
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Fig.5 Honda FC スタックの進化 
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これにより発電面を均等に冷却することが可能となり、従

来は各セルに必要だった冷却層を 1/2 に削減でき、セル厚み

を低減したことで従来二つのBOX に分けて搭載していたFC 
スタックを一つの BOX に集約することが可能となった。この

結果、従来に比べて、容積出力密度が 50％、重量出力密度が

67％向上し、軽量およびコンパクト化を達成している(Fig.5)。 
 

(2-3) リチウムイオンバッテリーシステム 

 燃料電池のアシスト電源については、アシスト性能やエネ

ルギー回収率の向上と、軽量コンパクト化のためにリチウム

イオンバッテリーシステムを採用している。従来のウルトラ

キャパシタシステムに比べ、重量比－40％、容積比－50％を

達成し、その結果リチウムイオンバッテリーシステムをリヤ

シート下部へ搭載可能としている(Fig.6)。  
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Fig.6 リチウムイオンバッテリーシステム 
 

(2-4) 高圧水素供給システム 

リヤ席の居住性を向上させつつトランクスペースを確保する

ため、従来は 2 本搭載していた高圧水素タンクを 1 本化して

いる。さらに遮断弁、レギュレータ、圧力センサなどの充填、

供給デバイスを新開発インタンクモジュールに集積したこと

で、高圧水素供給システムの部品点数を約 1/4 まで削減して

いる。その結果タンク容量を 14.4L 増加（トータル 171L）さ

せながらトランクルーム拡大を実現している(Fig.7)。  
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Fig.7 高圧水素供給システム 

 

3．課題 
燃料電池電気自動車は、排気ガスによる大気汚染、CO2 排出

による地球温暖化、石油エネルギー枯渇などの課題（Fig.8）
を解決できうる技術であり、またレシプロエンジン車同等レ

ベルの利便性（航続距離、エネルギー充填時間）を兼ね備え

ているが、本格普及するためには克服すべき課題が残っている。 

 
Fig.8 クルマを取り巻く環境・エネルギー課題 

 

車両側の課題としては FC 発電システムのコスト低減が必須で

ある。現在は販売台数が少ないこともあり車両コストは普及レベル

には程遠いが、量産効果によってもコスト低減が進まない部

品に対して技術的に対策を打つ必要がある。特に燃料電池ス

タックの貴金属を含む特殊材の使用量削減、製造プロセスの

生産性向上などの対応が重要である。 
インフラ側の課題は燃料電池電気自動車の普及に即応した

水素ステーション普及であるが、多額な投資を伴うことから

官民一体となった戦略的な整備が必要である。本年 1 月 13 日

には自動車会社 3 社、エネルギー事業者 10 社が燃料電池電気

自動車の国内市場導入と水素供給インフラ整備に関する声明

を発表し(4)、経済産業省も民間 13 社の共同声明の支援を発表

した(5)。今後は共同声明を具現化するため、ステーションの安

全やステーションを構成する機器の基準・標準の国際調和へ

の取り組みや、規制緩和、補助金をはじめとした制度上の優

遇措置等の対応が必要である。その意味からも関係企業が協

力すると同時に、官民一体となって、普及へ取り組んでいく

ことが重要である。  
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