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現代自グループは、2025年に現代自/起亜/Genesisブランドで合計44モデルの電動化モデルを展開する

計画を発表（2018年12月）。また、2019年12月と2020年1月に発表された現代自と起亜の中期経営計画で

は、スマートモビリティソリューションプロバイダーとして経営体制の転換を図っており、目標達成に向けて

CASE軸の投資拡大と技術開発の強化姿勢を明確化。特に、モビリティサービスを視野に、BEV/FCEVを主

軸とする電動化推進を 重要課題とし、必要な技術の確保に向け提携や投資などを活発に行う姿勢を明確

にしながら厳しい競争下での生き残りを図る考えである。 

現代自グループは、2025年までの中期経営計画で、現代自が61兆ウォン、起亜が29兆ウォンを投じる計

画で、現代自としては61兆ウォンのうち、20兆ウォンを新事業（CASE関連含む）に充てる。20兆ウォンのうち、

【現代/起亜自グループ、電動車戦略】 

 (現代/起亜自グループ広報資料、各種報道等より FOURIN 作成)

現代/起亜自グループの電動車戦略 

 

項目 計画や目標内容 

グループ 

グループ事業方針 

（参考） 

・現代自グループは、スマートモビリティソリューションプロバイダーとして経営体制の転換を図る。これに向け、

目標達成に向けて CASE（起亜では MECA=Mobility、Electrification、Conneted、Autonomous）軸の投資拡大

と技術開発の強化姿勢を明確化。 

・特に、モビリティサービスを視野に、BEV/FCEV を主軸とする電動化推進、レベル 3 以上の ADAS/自動運転

技術の実用化を 重要課題とし、必要な技術の確保に向け提携や投資などを活発に行う姿勢を明確にして

いる。 

・2025 年までに現代自が総額 61 兆ウォン、起亜が総額 29 兆ウォンをそれぞれ投資する計画。 

長期目標 

・BEV/FCEV を軸にした電動車展開を目標。2025 年に世界 3 位の電動車メーカーになることを目指す。 

-BEV では、2025 年に VW に次ぐ世界 2 位販売を目指す。 

・欧州・米国・中国・韓国といった先進市場での厳格な環境規制に対応するための全方位な電動化製品ライン

アップを展開する方針。 

台数 

・2025 年にグループ全体（現代自/起亜、乗用車のみ）で 167 万台を目標。 

-現代自：100 万台、起亜：67 万台 

・2030 年に FCEV 50 万台販売を目標。 

製品数 

・グループ合計で、2025 年までに 44 モデルを展開する計画。 

-BEV：23 モデル→現代自 Ioniq、Avante/Elantra（La Festa）、Kona、起亜 Niro、Soul、K3、KX3、BEV 専用車

など。 

：23 モデルのうち、11 モデルは BEV 専用モデルとなる。 

-HEV（マイルド HEV 含む）：13 モデル→現代自 Ioniq、Avante/Elantra、Sonata、Granduer、Kona、Tucson、

Santa Fe、起亜 Niro、K3、K5、K7、Sportage、Sorento など 

-PHEV：6 モデル→現代自 Ioniq、Sonata、起亜 Niro、K5 など 

-FCEV：2 モデル→現代自 Nexo、新型 FCEV 

投資額 

・現代自グループは、電動化開発に向けて、現代自単独で 9.7 兆ウオン、起亜単独で 2.5 兆ウォン（電動化以

外含む）を投じる計画。 

・また、2030 年まで総額 8 兆ウォンを投じて FCEV 技術強化を図る計画。 

主な提携 

・Rimac Automobili：パフォーマンス BEV 技術分野で提携。1,000 億ウォン投資(2019 年 5 月発表)。 

・Canoo：BEV 専用プラットフォーム技術分野で提携（2020 年 2 月発表）。 

・Audi：FCEV 分野で提携（技術または部品調達、2018 年 6 月発表）。 

・Arrival：小型商用 BEV プラットフォーム技術分野で提携。1,290 億ウォン投資(2020 年 1 月発表)。 

・LG 化学：現代自グループの電動車全般に搭載されるバッテリーセル調達などで協力。 

・SK Innovation：E-GMP ベース BEV 向けバッテリーセル調達などで協力。 

現代自/ 

Genesis 

台数 
・現代自/Genesis は、2025 年に BEV のみで 56 万台以上を販売する目標を発表（2019 年 10 月）。 

-これにより、2025 年に BEV 世界シェア 6%以上を達成し、2～3 位メーカーになるとされる。 

製品数 

・44 モデルのうち、半数を現代自/Genesis が賄う見通し。 

-2020 年に Tucson、Santa Fe に HEV と PHEV を追加。 

-2021 年より BEV 専用プラットフォーム（E-GMP=E-Global Modular Platform）ベースの専用車を投入。 

：E-GMP ベースの BEV モデルは Genesis ブランドでも投入する。 

：BEV システムは、400V と 800V の 2 つの構成。 

起亜 

長期目標 ・BEV を軸にして HEV ラインアップを展開し、欧米含む先進国での環境規制に対応。 

台数 

・2025 年に電動車の販売比率を 25.1％と予測（起亜）。 

・2025 年に BEV のみで 29 万台販売を目指す。販売全体の 12.3％の見通し。 

・2026 年に中国を除くグローバル市場で電動車 100 万台販売を目指す。100 万台のうち、50 万台を BEV で賄

う計画。 

製品数 
・2025 年までに BEV のみで 11 モデルを投入する計画。 

-既存製品ラインアップに加え、BEV 専用プラットフォームモデルも追加。400V と 800V の 2 つの構成。 
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電動化に9.7兆ウォンを充てる。起亜は電動化分野での投資額を明確にしていないが、R&Dや企業M&Aに

対し活発な投資を行う姿勢を示している。 

グループの電動化では、2025年までに電動車44モデルを展開すると、グループ合計で年間167万台の販

売を目指す（システム別販売目標は公開されていない）。44モデルの内訳は、BEV 23モデル、HEV 13モデ

ル、PHEV 6モデル、FCEV 2モデルとなり、BEV中心の電動化を鮮明にしている。 も重要な分野に位置付

けられるBEV分野では、これまで既存モデルベースで現代自Kona・Ioniq Electric、起亜Soul・Niro EVといっ

た製品投入が行われたが、2021年には新開発のBEV専用プラットフォーム（E-Global Modular Platform＝

E-GMP）ベースの新車投入を予定する。E-GMP導入に向けて、現代自グループでは、独自のBEVプラット

フォームの開発を取り組んでおり、プラットフォーム技術の強化に向けて2019年5月にクロアチアRimac

Automobili、2020年2月に米国スタートアップCanooとそれぞれ提携を結んだ。E-GMPは、一つのBEVプラッ

トフォームをもとに多様な車種・セグメントに対応させる。システム電圧を400Vまたは800Vとしており、800V化

に向けて、急速充電による時間短縮を図るほか、バッテリーシステムの簡便化など、効率向上に向けて独自

＜現代/起亜自グループの中長期経営計画＞ 

▽現代自「Strategy 2025」 

・現代自は 2019 年 12 月、2025 年までを対象年度とする中長期計

画「Strategy 2025」を発表した。 

-Smart Mobility Device（＝製品）と Smart Mobility Service（＝サー

ビス）の 2 つを事業の柱として、スマートモビリティソリューションプ

ロバイダーとなることを理念に掲げる。 

-製品に関しては、内燃機関車（ICE 車）の高利益確保と、

BEV+FCEV 市場のリーダーシップ獲得を目指す。モビリティサー

ビスに関しては、プラットフォームビジネスの構築を進める。 

 

①投資計画 

・2025 年までに、総額 61.1 兆ウォンの投資を実施する計画。 

-このうち、既存事業関連に 41.1 兆ウォン、次世代事業関連に

20.0 兆ウォンを割り当てる。 

-次世代事業に関する主な投資領域と投資予定額は下表の通り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②電動化計画 

・2025 年までに、EV+FCEV の販売台数で世界 3 位を目指す。 

-電動車販売台数目標は、下表の通り設定している。 

 

 

 

-目標達成に向けて、現代自、Genesis の両ブランドで、2024～

2030 年までに全ラインアップに電動車を設定する。ブランドごと

の目標時期は下表の通り。 

 

 

 

 

 

・現代自の FCEV 戦略について、2020 年時点で C-SUV の NEXO

を展開中だが、2023 年以降、車両価格を大幅に抑えた、第 3 世代

FCEV を展開する計画。販売目標として、2025 年に 13 万台、2030

年に 50 万台販売を目指す。 

-FCEV 拡販などに向けて、2020 年時点で 0.3 兆ウォン規模の投

資規模を、2030 年に 7.6 兆ウォンへ拡大させる計画。 

-2030 年以降、派生モデルなどを含めて FCEV のラインアップの

拡充を進める方針。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現代/起亜自グループ、中長期経営計画と電動化戦略】 

投資分野 投資予定額 

電動化 9.7 兆ウォン 

自動運転 1.6 兆ウォン 

コネクティビティ 0.9 兆ウォン 

ロボット 1.5 兆ウォン 

エアモビリティ（空飛ぶクルマ） 1.8 兆ウォン 

モビリティサービス/プラットフォーム 1.8 兆ウォン 

区分 2025 年販売目標 

EV 56 万台 

FCEV 11 万台 

 

ブランド 販売地域 電動化目標 

現代自 
先進国市場 2030 年までに全車に電動車を設定 

新興国市場 2035 年までに全車に電動車を設定 

Genesis グローバル 2024 年までに全車に電動車を設定 
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の技術開発を急いでいる。E-GMPベースの製品は2020年末までに初モデルが投入される予定で、現代

自/Genesisや起亜ブランドに至るグループのすべての製品をE-GMPベースに切り替える計画である。 

また、2030年までに現代自グループはFCEV分野で50万台規模の年産能力の構築とグローバル販売を

目指す。これに向けて、韓国蔚山工場のFCEV専用工場の能力増強をフェーズイン方式で進める計画で、

2030年までに総額7.6兆ウォンを投じるとしている。現状の現代自NEXOのようなSUVなど、製品ラインアップ

も拡充する計画である。 

一方、HEV/PHEVでは、従来通りの1モーターシステムを維持するとともに、エンジンや変速機の新世代

化を推進。HEV/PHEVの更なる効率向上に向けて、エンジン/変速機を次世代ラインアップである

Smartstreamシリーズに段階的に置き換える。Smartstreamシリーズは、現代自グループが2018年3月より現代

自/起亜ブランド車で搭載が進んでいる。熱効率40%以上の新開発エンジンと、振動・摩擦・騒音等を画期的

に改善したCVTやDCTなどを電動化システムと組み合わせる。スモールからラグジャリーまでのすべてのモ

デルでパワートレインを新世代化しながら、各国のCAFEやCO₂規制に対応する方針である。 

 (現代/起亜自グループ広報資料、各種報道、ヒアリング等より FOURIN 作成)

▽起亜「Plan S」 

・起亜は 2020 年 1 月に、2025 年までを対象年度とする中長期計画
「Plan S」を発表した。 
-電動車とモビリティソリューションの 2 分野を中核領域に定めた。 

 
①投資計画 
・2025 年までに、総額 29 兆ウォンの投資を実施する計画。 

-このうち、既存事業のメンテナンス投資に約 10.8 兆ウォン、R&D
投資に約 12.9 兆ウォン、企業への出資や合弁事業などに約 5 兆
ウォンを割り当てる計画。 

②電動化計画 
・電動車関連では、2022/2025 年の目標値を下表通り設定した。 
 
 
 
 
 
 
・2021 年に、EV 専用の新モデルを導入する。同モデルは、専用プ
ラットフォームをベースに開発し、航続距離は 500km を想定する。 

・2025 年までに、小型セダン・ハッチバックから SUV、MPV まで、フ
ルラインアップとして計 11 モデルの EV を揃える。 

▽現代自「Strategy2025」と起亜「Plan S」で掲げる電動化位置づけ 

・現代自と起亜がそれぞれ発表した 2025 年中長期経営計画は、

BEV を も重要視しており、これまでの電動化計画に比べ一層攻

撃的な目標と製品投入計画を提示している。 

・両社は、BEVを今後のCASE 戦略（またはMECA）における重要分

野に位置付けており、今後の製品展開を含め、BEV を軸としたライ

ンアップ拡充や開発リソースの集中を目指す。 

【現代/起亜自グループ、中長期経営計画と電動化戦略】（つづき） 

指標 2019 年 2022 年 2025 年 
EV 製品数 2 モデル 4 モデル 11 モデル 
販売台数の環境車比率 6.0% 15.2% 25.1% 
販売台数の EV 比率 1.0% 4.2% 12.3% 
EV 市場シェア（中国除く） 2.1% 5.1% 6.6% 
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【現代/起亜自グループ、電動車主要モデル一覧（2020 年）】 

▽BEV/FCEV（既存製品ベース） 

★現代自 Ioniq Electric ★現代自 Kona EV ★現代自 La Festa EV（中国） ★現代自 Porter EV ★現代自 NEXO（FCEV） 

     

2016 年～ 2018 年～ 2019 年～ 2019 年～ 2018 年更新 

・前輪駆動（FF） 

・現代 Mobis 製 1 モーター

（PMSM、 高出力 100kW） 

・1 速減速（現代 WIA 製、

295N・m） 

・ 全 長 /L × 全 幅 /W × 全

高/H： 

4,470×1,820×1,475（mm） 

・ ホ イ ー ル ベ ー ス （ WB ） ：

2,700mm 

・FF 

・現代 Mobis 製 1 モーター

（PMSM、150kW） 

・1 速減速機（現代 WIA 製） 

・L×W×H：4,180×1,800×

1,570（mm） 

・WB：2,600mm 

・FF 

・ Continental →  Vetesco 

Technologies 製 eAxle 

（PMSM、135kW, 310N・m） 

・1 速減速機（Dana 製） 

・L×W×H： 

4,705×1,790×1,435（mm） 

・WB：2,700mm 

・FF 

・現代 Mobis 製 1 モーター

（PMSM、135kW, 395N・m） 

・1 速減速機（現代 WIA 製） 

・L×W×H： 

4,705×1,790×1,435（mm） 

・WB：2,700mm 

・FF 

・現代 Mobis 製 100kW 燃料電

池スタック 

・現代 Mobis 製 1 モーター

（IM、113kW、、395N・m） 

・1 速減速機（現代 WIA 製） 

・L×W×H： 

4,670×1,860×1,640（mm） 

・WB 

・現代 Mobis 製パワーエレクト

ロ ニ ク ス （ IGBT チ ッ プ は

Infineon 製） 

・現代 Mobis 製インバーター

（IGBT チップは Infineon、三

菱電機？、富士電機？） 

・Continental 製インバーター ・現代 Mobis 製インバーター ・現代 Mobis 製インバーター 

・現代 Mobis 製バッテリーマ

ネージメントシステム（BMS） 

・リチウムイオンバッテリーで

は、セルを LG 化学が製造 

・バッテリー容量は 38.3kWh 

・6.6kW 車載充電器（OBC）搭

載 

・SK Innovation 製 BMS 

・SK Innovation 製リチウムイオ

ンバッテリー/パック搭載 

・バッテリー容量は 39.2`kWh

または、64kWh 

・CATL 化学製 BMS 

・CATL 化学製製リチウムイオ

ンバッテリー/パックを搭載 

・バッテリー容量は39.2kWh ま

たは 64kWh。 

 

・LG 化学製リチウムイオンバッ

テリーを搭載。 

・バッテリー容量は 58.8kWh。 

・7.2kW OBC を搭載。 

・水素ボンベ 3 つ搭載（容量

6.33kg）。 

・LG 化学製リチウムイオンバッ

テリー1.56kWh 搭載。 

 

・空車重量：1,530kg 
・1,540(39.2kWh)/ 

 1,685(64kWh)kg 
・1,603kg ・1,970kg ・1,820～1,885kg 

・EV 航続距離：271km（韓国

複合）、電費 6.3km/kWh 

・EV 航続距離：254km/406km

（ 韓 国 複 合） 、 電費 5.6 ～

5.8km/kWh 

・EV 航続距離：490km 

（中国、NEDC) 

・EV 航続距離：211km（韓国

複合）、電費 3.1km/kWh 

・総航続距離：609km 

（韓国複合）、燃費 96.2km/kg 

 

 

注）★量産モデル、〇コンセプトカー。PMSM：永久磁石型同期モーター、IM：誘導モーター。 

★起亜 Soul EV ★起亜 Niro EV ★起亜 KX3 EV（中国） ★起亜 Bongo EV 

    

2014 年～ 2017 年～ 2019 年～ 2019 年～ 

・FF（現代自 Kona EV と BEV システム

を共有） 

・L×W×H：4,195×1,800×1,605

（mm） 

・WB：2,600mm 

・FF（現代自 Kona EV と BEV システム

を共有） 

・L×W×H：4,375×1,805×1,570

（mm） 

・WB：2,700mm 

・FF 

・現代Mobis製115kW燃料電池スタッ

ク 

・1 モーター（PMSM、81kW、285N・m） 

・L×W×H：4,290×1,780×1,635

（mm） 

・WB：2,590mm 

・FF 

・現代 Mobis 製 1 モーター（PMSM、

135kW, 395N・m） 

・1 速減速機（現代 WIA 製） 

・L×W×H： 

5,115×1,740×1,995（mm） 

・WB：2,810mm 

・現代自Kona EVとパワーエレクトロニ

クスを共有。 

・起亜 Soul EV とパワーエレクトロニク

スを共有。 
・現代 Mobis 製インバーター？ ・現代 Mobis 製インバーター 

・SK Innovation 製 BMS 

・SK Innovation 製リチウムイオンバッ

テリー/パック搭載 

・バッテリー容量は 39.2`kWh または、

64kWh 

・6.6kW 車載充電器（OBC）搭載 

・SK Innovation 製 BMS 

・SK Innovation 製リチウムイオンバッ

テリー/パック搭載 

・バッテリー容量は 39.2`kWh または、

64kWh 

・6.6kW 車載充電器（OBC）搭載 

・CATL 化学製 BMS 

・CATL 化学製製リチウムイオンバッテ

リー/パックを搭載 

・バッテリー容量は 45.2kWh。 

・SK Innovation 製 

リチウムイオンバッテリー58.8kWhを搭

載。 

・空車重量：1,555 (39.2kWh)/1,695 

(64kWh)kg 
・1,610(39.2kWh)/1,755(64kWh)kg ・1,650kg ・1,965kg 

・EV 航続距離：386km（韓国複合）、

電費 5.3～5.5km/kWh 

・EV 航続距離：385km（韓国複合）、

電費 5.3～5.5km/kWh 

・ EV 航 続 距 離 ： 300km （ 中 国 、

NEDC）,電費 16.4kWh/100km 

・EV 航続距離：211km（韓国複合）、

電費 3.1km/kWh 
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★現代自 Ioniq Hybrid ★現代自 Sonata Hybrid ★現代自 Grandeur Hybrid ★現代自 Kona Hybrid ★現代自 Tucson Hybrid 

 

 

 

 

    

2016 年～ 2011 年～ 2013 年～ 2017 年～ 2018 年～ 

・前輪駆動（FF） 

・Kappa 1.6L ガソリンエンジ

ン、現代 Mobis 製 1 モーター

（PMSM、 高出力 32kW、

大トルク 170N・m） 

・6 速 DCT（現代 Transys 製） 

・ 全 長 /L × 全 幅 /W × 全

高/H： 

4,470×1,820×1,450（mm） 

・ ホ イ ー ル ベ ー ス （ WB ） ：

2,700mm 

・FF 

・ Smartstream G 2.0 、 現 代

Mobis 製1 モーター（PMSM、

高出力 38kW、 大トルク

205N・m） 

・ シ ス テ ム 高 出 力

195ps/6,000rpm 

・6 速 AT（現代 Transys 製） 

・L×W×H： 

4,900×1,860×1,445（mm） 

・WB：2,840mm 

・FF 

・Theta2 2.4L ガソリンエンジ

ン、現代 Mobis 製 1 モーター

（PMSM、 高出力 38kW、

大トルク 205N・m） 

・ シ ス テ ム 高 出 力

200ps/5,500rpm 

・6 速 AT（現代 Transys 製） 

・L×W×H： 

4,990×1,875×1,470（mm） 

・WB：2,885mm 

・FF 

・駆動システムは Ioniq Hybrid

と共有。 

・ シ ス テ ム 高 出 力

141ps/5,700rpm。 

・L×W×H： 

4,165 × 1,800 × 1,550 ～

１,565（mm） 

・WB：2,600mm 

・FF 

・U1.6L/R2.0L ディーゼルエ

ンジンに 48V P0 タイプ 1

モーター（12kW）による 48V 

マイルド HEV システムを搭

載。出力は 16ps 向上、CO2

排出を 11%低減。 

・ 高出力 185ps、 大トルク

約 400N ・ ｍ （ 1,750 ～

2,750rpm）。 

・L×W×H： 

 4,475×1,850×1,645（mm） 

・WB：2,670mm 

・現代 Mobis 製パワーエレクト

ロ ニ ク ス （ IGBT チ ッ プ は

Infineon 製） 

・同左 ・同左 ・同左 ・同左 

・現代 Mobis 製バッテリーマ

ネージメントシステム（BMS） 

・リチウムイオンバッテリーで

は、セルを LG 化学が製造 

・バッテリー容量は 1.56kWh 

 

・現代 Mobis 製バッテリーマ

ネージメントシステム（BMS） 

・リチウムイオンバッテリーで

は、セルを LG 化学が製造 

・バッテリー容量は 1.76kWh 

 

・現代自 Sonata Hybrid と同

様。 

 

・現代自 Ioniq Hybrid と同様。 

・現代 Mobis 製バッテリーマ

ネージメントシステム（BMS） 

・リチウムイオンバッテリーで

は、セルを LG 化学が製造 

・バッテリー容量は 0.44kWh。 

・空車重量：1,380～1,410kg ・1,495～1,505kg ・1,675～1,725kg ・1,395～1,425kg ・1,488～1,702kg 

・燃費：22.4～22.5km/ℓ（韓国

複合） 

・燃費：18.8～20.1km/ℓ（韓国

複合） 

・燃費：14.9～16.2km/ℓ（韓国

複合） 

・燃費：18.1～20.1km/ℓ（韓国

複合） 

・CO₂：109g/km（NEDC2.0 基

準） 

 

▽HEV 

△現代自 45 EV Concept △現代自 Prophecy △起亜 Imagine by KIA △起亜 Futuron △Genesis Mint Concept 

  

 

 

 

 

 

   

2019 年発表 2020 年発表 2019 年発表 2019 年発表 2019 年発表 

・2019 ドイツ IAA で世界初公

開。 

・スペックなどは公開されてい

ない。 

・E-GMP ベースで開発し、量

産を予定している。 

 

・2020 年 3 月オンライン公

開。 

・スペックなどは公開されて

いない。 

・E-GMP ベースコンセプト

カー。 

・2019 ジュネーブモーターシ

ョーで世界初公開。 

・スペックなどは公開されてい

ない。 

・E-GMP ベースコンセプト

カー。 

・2021 年量産予定。 

・2019 上海国会会議電覧セ

ンター（NECC）にて世界初

公開。 

・スペックなどは公開されて

いない。 

・E-GMP ベースコンセプト

カー。 

・2021 年量産予定。 

・2019 ニューヨークモーター 

ショーで世界初公開。 

・Genesis ブランド初の BEV コン

セプトカー。 

・スペックなどは公開されてい

ない。 

・スペックなどは公開されてい

ない。 

・スペックなどは公開されて

いない。 

・スペックなどは公開されてい

ない。 

・スペックなどは公開されて

いない。 

・スペックなどは公開されてい

ない。 

・スペックなどは公開されてい

ない。 

・スペックなどは公開されて

いない。 

・スペックなどは公開されてい

ない。 

・スペックなどは公開されて

いない。 

・スペックなどは公開されてい

ない。 

・350kW クラス急速充電に対

応。 

・スペックなど未公開。 ・スペックなど未公開。 ・スペックなど未公開。 ・スペックなど未公開。 ・EV 航続距離：約 322km（200

マイル）。 

注）★量産モデル、△コンセプトカー。PMSM：永久磁石型同期モーター、IM：誘導モーター。 

▽BEV/FCEV（E-GMP ベース） 

【現代/起亜自グループ、電動車主要モデル一覧（2020 年）】(つづき) 
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★現代自 Ioniq Plug-in ★現代自 Elantra PHEV（中国） ★起亜 Niro Plug-in Hybrid ★起亜 K3 PHEV（中国） 

 

 

 

 

 

   

2017 年～ 2019 年～ 2018 年～ 2019 年～ 

・FF 

・Gamma 1.6L ガソリンエンジン（現

代自 Ioniq と同一仕様）。 

・現代 Mobis 製 1 モーター（PMSM、

高出力 44.5kW、 大トルク 170N・

m） 

・6 速 DCT（現代 Transys 製） 

・全長/L×全幅/W×全高/H： 

4,470×1,820×1,450（mm） 

・ホイールベース（WB）：2,700mm 

・FF 

・ンジンを含む PHEV システムは現代

IONIQ Plug-in Hybrid と同様 

・L×W×H： 

4,610×1,800×1,450（mm） 

・WB：2,700mm 

・FF 

・エンジンを含む PHEV システムは現

代 IONIQ Plug-in Hybrid と同様 

・L×W×H： 

4,355×1,805×1,545（mm） 

・WB：2,700mm 

・FF 

・エンジンを含む PHEV システムは現

代 Sonata Plug-in Hybrid と同様 

・L×W×H： 

4,660×1,780×1,450（mm） 

・WB：2,700mm 

・現代自 Ioniq Hybrid とシステムを共

有。 

・エンジンを含む PHEV システムは現

代 IONIQ Plug-in と同様 

・エンジンを含む PHEV システムは現

代 IONIQ Plug-in と同様 

・エンジンを含む PHEV システムは現

代 Sonata Plug-in Hybrid と同様 

・現代 Mobis 製バッテリーマネージメ

ントシステム（BMS） 

・リチウムイオン電池では、セルを LG

化学、パックは HL Green Power（現

代 Mobis/LG 化学の合弁）が製造 

・バッテリー容量は 8.9kWh 

・バッテリーシステムは、CATL 製セル

を搭載。 

・バッテリー容量は 12.95kWh。 

・バッテリーシステムは、現代 IONIQ 

Plug-in と同様。 

 

・バッテリーシステムは、CATL 製セル

を搭載。 

・バッテリー容量は 12.9kWh。 

 

・空車重量：1,510kg ・n.a. ・1,550kg ・1,545kg 

・EV 航続距離：46km、燃費 20.5km/ℓ

（韓国複合）、電費：5.5km/kWh 

・EV 航続距離：85km、HEV 航続距

離：952km、総航続距離 1,037km、燃

費 1.0L/100km（NEDC）、電費：

5.1km/kWh 

・EV 航続距離：46km、燃費 18.6 km/ℓ

（韓国複合）、電費：5.1km/kWh 

・EV 航続距離：80km、総航続距離

1,260km 、 燃 費 1.0L/100km

（NEDC）、電費：5.1km/kWh 

`

▽PHEV 

【現代/起亜自グループ、電動車主要モデル一覧（2020 年）】(つづき) 

★起亜 Niro Hybrid ★起亜 K5 Hybrid ★起亜 K7 Hybrid ★起亜 Sorento Hybrid 

 

 

 

 

 

   

2016 年～ 2012 年～ 2013 年～ 2020 年～ 

・前輪駆動（FF） 

・現代自 Ioniq Hybrid と駆動システム

を共有。 

・全長/L×全幅/W×全高/H： 

4,355×1,805×1,545（mm） 

・ホイールベース（WB）：2,700mm 

・FF 

・現代自 Sonata Hybrid と駆動システ

ムを共有。 

・L×W×H： 

4,905×1,860×1,445（mm） 

・WB：2,850mm 

・FF 

・現代自 Grandeur Hybrid と駆動シス

テムを共有。 

・L×W×H： 

4,995×1,870×1,470（mm） 

・WB：2,855mm 

・FF 

・Smartstream G 1.6T（ターボ）、現代

Mobis 製 1 モーター（PMSM、 高出

力 44.2kW、 大トルク 264N・m） 

・システム 高出力 230ps、 大トルク

35.7kgf・m(350N・m) 

・6 速 DCT（現代 Transys 製） 

・L×W×H： 

4,810×1,900×1,700（mm） 

・WB：2,815mm 

・現代自 Ioniq Hybrid とシステムを共

有。 

・現代自 Sonata Hybrid とシステムを共

有。 

・現代自 Grandeur Hybrid とシステム

を共有。 

・現代 Mobis 製パワーエレクトロニクス 

・現代自 Ioniq Hybrid とシステムを共

有。 

・現代自 Sonata Hybrid とシステムを共

有。 

 

・現代自 Grandeur Hybrid とシステム

を共有。 

・バッテリーパックなどの詳細は公開さ

れていない。 

・空車重量：1,425～1,465kg ・1,495～1,515kg ・1,675kg ・1,775kg 

・燃費：17.1～19.5km/ℓ（韓国複合） ・燃費：18.8～20.1km/ℓ（韓国複合） ・燃費：16.2km/ℓ（韓国複合） ・燃費：15.3km/ℓ（韓国複合） 

 

注）★量産モデル、△コンセプトカー。PMSM：永久磁石型同期モーター、IM：誘導モーター。 

▽HEV（つづき） 

                        (現代/起亜自グループ広報資料、各種報道、ヒアリング等より FOURIN 作成)
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注）一部 FOURIN 予測を含む。 

モデル 
モーター 

+トランスミッション 

パワー 

エレクトロニクス 

バッテリー 

システム セル 

▽FCEV 

現代自 NEXO（2017 年～） 現代 Mobis+現代 WIA 現代 Mobis 現代 Mobis LG 化学 

▽BEV 

現代自 Ioniq Electric（2016 年～） 現代 Mobis+現代 WIA 現代 Mobis 現代 Mobis LG 化学 

現代自 Kona Electric(2017 年～)/ 

現代自 Encino EV（中国、2020 年～） 

現代 Mobis+現代 WIA/ 

Vetesco+Dana（中国） 

現代 Mobis/ 

Vetesco（中国） 

現代 Mobis/ 

CATL（中国） 

LG 化学/ 

CATL（中国） 

起亜 Soul EV（2014 年～） 現代 Mobis+現代 WIA 現代 Mobis SK Innovation SK Innovation 

起亜 Ray EV（2011 年～） 現代 Mobis+現代 WIA 現代 Mobis SK Innovation SK Innovation 

▽PHEV 

現代自 Elantra Plug-in（2016 年～）/ 

起亜 K3 PHEV（2017 年～） 

現代 Mobis+現代 Transys 

（6 速 DCT） 
現代 Mobis CATL CATL 

現代自 Ioniq Plug-in（2015 年～）/ 

起亜 Niro PHEV（2016 年～） 

現代 Mobis+現代 Transys 

（6 速 DCT） 
現代 Mobis 現代 Mobis LG 化学 

▽HEV 

現代自 Ioniq Hybrid(2016 年～)/ 

起亜 Niro Hybrid（2016 年～） 

起亜 Sorento Hybrid（2020 年～） 

現代 Mobis+現代 Transys 

（6 速 DCT） 
現代 Mobis 現代 Mobis LG 化学 

現代 Sonata Hybrid（2011 年～）/ 

起亜 K5 Hybrid（2011 年～）/ 

現代 Grandeur Hybrid（2013 年～）/ 

起亜 K7 Hybrid（2013 年～） 

現代 Mobis+現代 Transys 

（6 速 AT） 
現代 Mobis 現代 Mobis LG 化学 

現代自 Tucson 48V マイルド HEV 

（2018 年～） 

現代 Mobis（48V モーター

ジェネレーター） 
現代 Mobis 現代 Mobis LG 化学 

 

【現代/起亜自グループ系列部品メーカー、電動車生産拠点及び主要製品別主要部品調達先一覧】 

（現代/起亜自グループ広報資料、各種報道。ヒアリングより FOURIN 作成） 

 (FOURIN 作成)

【現代/起亜自グループ、世界電動車生産展開現状および計画・見通し】 

≪欧州≫ 

・現代自チェコ工場、起亜スロバキア工場で

それぞれ電動車生産を行う可能性。 

 -電動車部品は韓国より KD 調達。 

≪米国≫ 

・現代自 Alabama 工場（Alabama 州）で

Sonata Hybrid など、起亜 Georgia 工

場（Georgia 州）で Optima Hybrid な

どの生産を行う可能性。 

≪韓国≫ 

・現代/起亜自全工場、東煕 Auto(委託生

産先)で HEV/PHEV/BEV/FCEV の全車

種を生産。中国、米国、欧州拠点向けに

KD 部品を供給する。 

≪中国≫ 

・北京現代、東風悦達起亜の各工場で電動車（省エ

ネ・新エネ車）を生産中。 

 -現地生産車ベースの HEV/PHEV/BEV を生産。 

 -バッテリーは CATL 製を搭載。 

メーカー 生産拠点 生産品目 

現代 Mobis 忠州工場（忠清北道忠州市） ・駆動モーター、インバーター、DC-DC コンバーター、BMS、OBC など 

現代 WIA 

瑞山工場（忠清南道瑞山市） 

蔚山工場（蔚山広域市） 
・HEV/PHEV 向けガソリンエンジン 

昌原工場（慶尚南道昌原市） ・HEV 向け e-4WD 駆動モジュール、減速機 

現代 Transys 瑞山工場（忠清南道瑞山市） ・HEV/PHEV 向け 6 速 DCT、6 速 AT、CVT、減速機 

現代 Kefico 軍浦工場（京畿道軍浦市） ・ECU 類 

HL Green Power 

 
忠州工場（忠清北道忠州市） 

・リチウムバッテリーパック 

・現代 Mobis 51%、LG 化学 49%がそれぞれ出資。 

 

 
 

≪インド≫ 

・現代自 Kona Electric（BEV）を 2019

年に投入。Chennai 工場で CKD 組

立。 

 -セル（パック状態）は韓国より調達。 

≪ASEAN≫ 

・インドネシア新工場（2021 年稼働予定）で

HEV または BEV を生産する計画。 
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（現代/起亜自グループ広報資料、各種報道。ヒアリングより FOURIN 作成） 

【現代/起亜自グループ、BEV プラットフォーム「E-GMP」】 

▽現代/起亜自グループ BEV プラットフォーム「E-GMP」導入 

・現代自グループは、2019 年末までに電動専用モデル現代自

Ioniq/起亜 Niro ベースの BEV や起亜 Soul などといった小型 BEV

に注力してきたが、2021 年以降、新型 BEV プラットフォーム

E-GMP（=Global Modular Platform）ベースの BEV 専用モデルを投

入する計画。 

-既存 BEV では、現代自 Ioniq、起亜 Niro ベース BEV や現代自

Kona 及び起亜 Soul ベースの BEV といった既存モデルベースの

製品が展開済み。いずれも 1 モーターシステム。 

：駆動モーターについて、Ioniq では 100kW 仕様のモーターを永

久磁石同期モーター（PMSM）を採用していたが、Niro、Soul、

Kona の BEV 仕様では、150kW 仕様の PMSM に変更。加速性

能や高速走行におけるパフォーマンス確保を図ったとされる。 

-新開発の E-GMP ベースの BEV では、グループ傘下のサプライ

ヤーである現代 Mobis や現代 WIA が開発中の機電一体 eAxle

を採用する見通し（2019年11月のヒアリングでは、2021年に量産

を視野に、現代 WIA が開発済みとしていた）。 

-また、E-GMP については、米国スタートアップ Canoo との提携を

通じて、スケートボードプラットフォームと称される BEV 専用プラッ

トフォームを開発する計画（2020 年 2 月提携発表）で、現代自、

起亜、Genesis ブランドの BEV（航続距離はいずれも 300km 以

上）に順次採用する計画。 

 

▽E-GMP プラットフォーム 

・現代/起亜自グループの E-GMP プラットフォームは、他 OEM と同

様の平らなバッテリーパックを中心に前後に駆動システム（主に

eAxle）を配置するスケートボード型プラットフォームとなる。 

-Tesla Model 3、Jaguar i-PACE、Ford Mustang Mach-e などが採

用済み。 

・駆動システムについて、これまで別体タイプ（駆動モーター/減速

機とパワーエレクトロニクスの別体構成）のものを搭載してきたが、

E-GMP では、駆動モーター/減速機、パワーエレクトロニクスを一

体化したモジュール構成を採用。 

・バッテリーパックについて、車両コンセプト、用途、セグメントなどに

より容量をフレキシブルに調整できる形にする。 

-バッテリーパック（ケース）は車種やモデルごとに共有するが、

バッテリー容量は可変的に調整可能。 

：モジュールの搭載個数を調整することで、バッテリー容量を調

整することが可能。 

・E-GMP は、システム電圧を 400V、800V の 2 種類に展開。 

-急速充電での時間短縮などを図るため、昇圧化を目指す。 

 

▽E-GMP プラットフォームにおける主なサプライヤー 

 

現代自グループの BEV 戦略と E-GMP プラットフォーム 

現代自グループの BEV 戦略と E-GMP プラットフォーム（2019 CES） 

メーカー メインサプライヤー 
サブサプライヤー 

（主に海外） 

駆動モーター 現代 Mobis 
Vetesco Technologies 

（中国） 

減速機 
現代 WIA、 

現代 Transys 
Dana（中国） 

インバーター+ 

DC-DC コンバーター 
現代 Mobis 

Vetesco Technologies 

（中国） 

バッテリーセル 
LG 化学、 

SK Innovation 
CATL（中国） 

注）一部 FOURIN の推定含む。 

現状 Kona Electric の BEV プラットフォーム（上）、E-GMP（下） 

既存 BEV プラットフォーム 

E-GMP 

（可変バッテリーモジュール） 
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▽HEV/PHEV 技術 

・現代自グループは、HEV については、原則的に独自開発の 1
モーター2 クラッチ+6 速 AT または 6 速 DCT のフル HEV（パラレ
ル式、EV モード有）を展開。 
-セグメント C 以下セダン及び B-SUV については、1.6ℓ直噴ガソリ
ンエンジン+6 速 DCT に 1 モーター(最高出力 44kW)HEV システ
ムを組み合わせる。 
：搭載モデルは、現代自 Ioniq、Kona、起亜 Niro。 

-セグメント D 以上セダンでは、2.0ℓまたは 2.4ℓ直噴ガソリンエンジ
ン+6 速 AT に 1 モーター（38kW）HEV システムを組み合わせる。 
:搭載モデルは、現代自 Sonata/Grandeur、起亜 K5/K7。 

-2020 年 3 月に投入予定の起亜 Sorento（D-SUV）には、1.6ℓ直噴
ターボガソリンエンジン+6 速 DCT に 1 モーター（44kW）HEV シス
テムを組み合わせる。 
：搭載モデルは起亜 Sorento、現代自 Santa Fe（予定）。 

・また、欧州など一部市場向けに 48V マイルド HEV を展開中。 
-現代自 Tucson 及び起亜 Sportage の欧州仕様に 48V マイルド
HEV システムを展開中。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▽HEV/PHEV の性能を支える Smartsream パワートレイン戦略 

・現代自グループの次世代パワートレイン（エンジン・変速機）である
Smartsream について、現代自グループでは、今後現代自/起亜ブ
ランドの HEV/PHEV の性能を向上させるため、搭載する製品ライ
ンアップを拡大する方針。 
-各国の CAFE や GHG 規制などの厳格化に対応するため、高効
率低燃費パワートレインの開発や搭載拡大が求められる中で、
現代自グループで野心作として開発した Smartsream シリーズの
エンジン・変速機を、今後発売される新モデルで順次投入する。
特に、HEV/PHEV、48V マイルド HEV においては、熱効率 40%
以上の高効率エンジン・変速機ラインアップの拡充を強化する。 

-2020 年 3 月時点で、Smartsream エンジンは、欧州向け 48V マイ
ルド HEV、韓国向け D-SUV ベース HEV に導入済み。今後、既
存 HEV/PHEV のエンジンも置き換える見通し。 

 (現代/起亜自グループ広報資料、各種報道等より FOURIN 作成)

▽FCEV 技術 

・現代自グループは、2019 年末までに航続より 500km 以上の FCEV
（現代自 NEXO）を展開。2023 年にはシステムのダウンサイズと値
下げを図った新型 FCEV を投入し、2030 年頃製品ラインアップを
拡大させる計画（年間 50 万台の販売目標提示）。 

・現代自グループは、電動車において本命を FCEV としている。 
・本拠地である韓国において、2020 年までに車両コストを 40%低減する
計画。コスト低減に向けて現代 Mobis を軸にモジュール化を推進。 

▽第 2 世代の量産 FCEV Nexo と技術・調達戦略 

・2017 年 8 月、現代自グループは 2014 年に発売した小型（C）SUV
の Tucson ベースの FCEV の Tucson ix Fuel Cell の次期モデルの
コンセプトカーを発表。 
-開発コード名は FE。販売は 2018 年 3 月に韓国で開始予定。そ
の後、欧州、米国、中国などで順次投入する予定。韓国での販
売価格は補助金・減税後に 3,000 万ウォン台（約 290 万円）となる
見通し。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-プラットフォームは、新開発したもので、燃料電池システムはこれ
まで Tucson ix FCEV で培った燃料電池システムをベースに開
発。第 4 世代となる。 

-燃料電池エネルギーの駆動力への変換効率は先代 Tucson ix 
FCEV の 55.3%から 60%に向上。 

-フル充塡時の航続距離は 580km 以上(韓国燃費基準)。 高出
力は先代比 20%増の 120kW。特にコールドスタート時の始動性を
改善。現代自開発の燃料電池スタックは摂氏マイナス 30℃でも
凍結せずに始動可能。 

-高耐久性の電極触媒を用い先代よりも製品寿命を延長。 
-水素タンクは同容量のものを 3 つ搭載（先代は 2 つ）。樹脂製ライ
ナーの積層を工夫し厚みを抑え質量貯蔵密度を高めた。 

【現代/起亜自グループ、NEXO FCEV 技術】 

現代自グループの FCEV 戦略ロードマップ 

現代自 NEXO（FCEV）プラットフォーム（2019 現代自 R&D ショー） 

【現代/起亜自グループ、HEV 技術】 

現代自新型 Sonata HEV システム 
※画像説明 
1．回生ブレーキシステム 
2．リチウムイオンバッテリーパック 
3．駆動モーター（38kW）、 大 120km/h で EV 走行可能 
4．駆動モーターをベースに変速を精密制御する ASC（Active Shift Control）

技術を世界初採用。 
 

 (現代/起亜自グループ広報資料、各種報道等より FOURIN 作成)

現代自 Smartstream パワートレイン戦略と電動化対応 
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（現代/起亜自グループ広報資料、各種報道より FOURIN 作成）

【現代/起亜自グループの電動化関連動向】 

＜グループ全体戦略＞ 

▽BEV 関連車種別 R&D 組織の構築 

・2019 年 10 月、現代自グループは BEV をコアとした電動化組織を

強化するとしており、これまでの単一 BEV 開発組織を、車種・セグ

メントごとに細分化して組織・人員を配置すると発表。 

-これに加えて、車両バッテリーと電動化開発室も新設し、未来電

動化戦略に対する力量を強化する。 

-車種・セグメントごとに BEV 開発人員を分散することで、セグメント

ごとに異なるシステム仕様、性能、部品共通化などの開発を 適

化することが目的で、コスト低減を図るほか、水平的な BEV 展開

の加速を下支えさせる考えである。 
▽BEV/FCEV 統合電動化推進チームを発足 

・2019 年11 月、現代自グループの電動化戦略を率いるコントロール

タワーである「統合電動化推進チーム」を発足したと発表。 

-同チームは、既存のエンジン車分野で行われているプラットフ

ォーム開発方式を、BEV/FCEV に転用するとの考え方の下に研

究・開発を進める。 

-現代自グループの企画調整室傘下組織として発足され、企画調

整室の専務クラスが指揮を執る。 

-同「電動化推進チーム」は、BEV 担当グループと FCEV 担当グ

ループに分けられ、各グループは課長クラス以上のエンジニアが

所属する。 

：BEV グループでは、BEV 及び HEV のシステム開発とバッテリー

調達、充電インフラの造成といったコア事業に対する戦略を樹

立する。 

：FCEV グループでは、FCEV 開発と専用部品の調達、水素ス

テーションの拡充などの計画を取り扱う。 

-「電動化推進チーム」は、グループの電動化細部計画を立て実

行することが主な役割で、現代自/起亜のみならず、現代 Mobis

など系列部品メーカーまでを総括して意思決定や問題解決など

の業務も行う。 

  

＜BEV 関連＞ 

▽バッテリー開発 

・2018 年 5 月、現代自グループは、米国スタートアップ Ionic 

Materials に 500 万ドルを投資したと発表。 

-Ionic Materials は、全固体バッテリーの固体電解質を開発する。 

-現代自グループも韓国南陽技術研究所で全固体バッテリーを研

究・開発中（バッテリー先行開発チーム）。 

-2019 年 11 月時点で、現代自グループでは、バッテリーを内製す

る計画は出ていなかった。2020 年 2 月時点でも、バッテリー内製

計画は明確になっていない。 
▽バッテリー合弁設立計画 

・2020 年 2 月、現代自グループは、LG 化学とバッテリー合弁会社の

設立に向けて交渉を開始した模様。 

-現地報道やヒアリングによると、2020 年 2 月時点で、合弁会社の

出資比率調整や生産拠点などに関する交渉を進めている。 
▽主な提携関連 

・2019 年 5 月、現代自グループが、電動パワートレインなどを手掛け

るクロアチアのスタートアップ Rimac Automobili に資本参加すると

発表した。 

-現代自グループで 8,000 万ユーロ（現代自 6,400 万ユーロ、起亜

1,600 万ユーロ）を投資する。 

-Rimac Automobili が持つ電動パワートレイン関連の技術を活用る

ことで、EV および FCEV のハイパフォーマンスモデルのプロトタイ

プを 2020 年までをめどに共同開発する方針。 

・2019 年 9 月、現代自グループが、BMW、Daimler、Ford、VW、

Porsche が 2017 年に共同で設立した欧州の EV 用急速充電ネット

ワークのコンソーシアム IONITY への参加・投資を発表した。 

-今回の資本参加で現代自グループは、BMW など設立企業と同

数の株式を取得する。 

-現代自グループは 2021 年に、800V の充電システムを現代自と

起亜の両ブランドの EV に搭載し、IONITY の充電規格（ 大出

力 350kW）に対応する方針。 

・2020 年 1 月、現代自と起亜が、英国の EV 関連のエンジニアリン

グ会社 Arrival に出資すると発表。 

-出資額は 1 億ユーロ。内訳は、現代自が 8,000 万ユーロ、起亜が

2,000 万ユーロ。 

-Arrival は、2015 年設立のスタートアップで、商用 EV などに関す

るエンジニアリングを手掛ける。 

-今回の資本参加により現代自グループは、Arrival と、商用バンタ

イプの EV の他、宅配用やライドヘイリング用、シャトルサービス用

の EV の共同開発を進める方針。 

・2020 年 2 月、現代自グループが、米国のスタートアップ Canoo と、

同社の EV 用プラットフォームをベースとした新型 EV の開発で提

携すると発表した。 

-Canooは、2021年にEVのサブスクリプションサービスの導入を目

指す 2017 年設立のスタートアップで、スケール調整が可能なス

ケートボード型の EV 用プラットフォームを開発している。 

-このCanooのプラットフォームをベースに、現代自グループは、小

型 EV やポッド型などの PBV（＝Purpose Built Vehicles）の開発を

想定しており、現代自と起亜の両ブランドで導入する方針。 

 

＜FCEV 関連＞ 

▽生産能力の増強 

・2019年3 月、現代自グループは、当初の予定より1年程度能力増

強を前倒しし、FCEV の生産能力を 1 万台/年規模に拡充すると発

表。 

-現代自の蔚山工場内にある FCEV 専用工場の生産能力を、

2019 年時点で 3,000 台/年だが、これを 1 万台/年規模に引き上

げる。 

：2018 年 12 月に発表された FCEV ロードマップでは、生産能力

について、2020 年末までに1.1 万台/年、2022 年に4 万台/年、

2025 年に 13 万台/年とし、2030 年に 50 万台/年規模へ引き上

げることを提示。 

：現代自グループは、2030 年までに総額 7.6 兆ウォンを投じる計

画（グループサプライヤーを含む）。 
▽主な提携関連 

・2019 年 4 月、現代自が、スイスの水素エネルギー企業 H2 Energy

と、燃料電池トラックの生産・販売を手掛ける合弁会社 Hyundai 

Hydrogen Mobility（HHM）を設立すると発表した。 

-新会社では、2025 年までに大型の燃料電池トラックを計 1,600 台

生産する計画。スイス国内向けのほか、欧州市場への輸出も計

画する。 

-H2 Energy は、スイス水素モビリティ協会（H2 Mobility Switzerland 

Association）の関連企業。HHM では、同協会を通じてスイス国内

への燃料電池トラックの供給を計画している。 

・2019 年 6 月、現代自とサウジ国営石油 Saudi Aramco が、水素関

連技術などで提携すると発表。 

-協業の主な目的は、◇韓国およびサウジアラビアでの水素エコ

システムの構築（両国での現代自の FCEV の導入を含む）、◇炭

素繊維や炭素繊維強化プラスチック（CFRP）などを含む先進素

材を、自動車向けなどの各分野での利用拡大を進めること、の 2

点。 

・2019 年 9 月、現代自と米国 Cummins が、燃料電池技術の共同開

発に関する覚書を締結。 

-現代自の燃料電池システムと、Cummins の電動パワートレイン技

術（バッテリー、コントロール技術など）を組み合わせることにより、

燃料電池のパワートレインを共同開発する。 

-当面は北米の商用車市場向け製品を対象とした協業を想定する

が、他の領域への協業拡大も検討するとしている。 

・ 2019 年 10 月 、 現 代 自 が 、 Impact Coatings 、 H2Pro 、 GRZ 

Technologies の水素関連企業 3 社に対する戦略投資を発表した。

これら 3 社と、燃料電池、水素製造、水素貯蔵の各種技術の開発

力強化を目的に、共同開発や資本投資を実施する。 

-Impact Coatings はスウェーデン企業で、燃料電池用電極向けの

PVD コーティングソリューションのプロバイダー。現代自とは、燃

料電池用セパレーターのコーティング技術を共同開発する。 

-H2Pro はイスラエルのスタートアップ。E-TAC（Electrochemical, 

Thermally Active Chemical)と呼ぶ、高効率かつ低価格で安全な

水分解技術を開発した実績を持つ。現代自は、同社の投資部門

のイスラエルオフィス（Hyundai CRADLE Tel Aviv）を通じて

H2Pro に出資する。 

-GRZ Technologies はスイスに本社を持ち、水素エネルギーの貯

蔵システムを手掛ける。現代自とは、水素インフラの商用化に向

けた共同開発を行う。 


