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1Chapter

スズキ（株）

なぜ，軽自動車に
ハイブリッドがないの

1Chapter

Development of Regeneration System with Lithium-ion Battery

リチウムイオン二次電池を用いた減速エネルギー回生システムの開発

ハイブリッド車が登場し，ヨーロッパではディーゼル乗用車が進化して，自動車の燃費向上が進められた。
日本独自の規格である軽自動車は小型で効率が良い生活を支えるクルマだった。

しかしエコではより大きな車の後塵を拝し，存在意義が問われるようにまでになった。
軽自動車の燃費を上げるためにはどうしたらよいのか。

コストの高いハイブリッドは果たして採用できるのか。スズキの回答は「第3のエコカー」であった。

写真：赤松 孝
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なぜ，軽自動車にハイブリッドがないの
―スズキ（株）―

軽自動車に適したシステム
「エネチャージ」

　気候変動の抑制を目指し，クルマの燃費
改善が新たなステージに入ったと感じさせ
るときがやってきた。
　最初のステージは，1997年に世界で初め
て日本の自動車メーカがハイブリッド車を
量産市販したことに始まる。続いて，欧州で
はディーゼルエンジン車の普及があり，そ
して日本で再び，今度は電気自動車の量産
市販が2009年に始まる。
　一方，日本の軽自動車は，ガソリンエン
ジンで排気量が660cc，車体寸法の制約の中
で効率がよく，人々の生活を支えるクルマ
として独自の世界を広げてきた。だが，い
つの間にかハイブリッド車に燃費性能で超
され，さらにはゼロエミッションの電気自
動車さえ登場するようになると，効率がよ
く環境にも優しいクルマの影は薄くなって
いた。
　そこに，「第3のエコカー」という呼び名
のガソリンエンジン車でハイブリッド車並
みの燃費を実現するクルマが誕生するよう
になったのである。ここに，スズキも仲間入
りする。それが，リチウムイオンバッテリ
を用いた減速エネルギー回生システム，ス
ズキでいう「エネチャージ」である。
　エネチャージ開発に至る経緯を，四輪電
動車・システム設計部第一課課長代理の 
片岡 準は次のように説明する。
「スズキの軽自動車は，アイドリングス
トップを装備するところまでは市販してき
ました。世の中ではハイブリッド車が出て
きて，これまで捨てていたエネルギーを回
収することをし始めていました。これを軽
自動車にも活用できないかとずっと検討し
ていました。ポイントになる車載している
鉛バッテリでどこまでできるか模索してき
ましたが，それでは十分にエネルギー回収
しきれないという結論に達したのです。
　では，ほかにどのような方法があるの
か？
　当然ながら，エンジン部品の電動化など
によって燃費を改善していくことも検討さ
れていましたけれども，効果を出せるよう

にするまでには，時間とコストがかかりま
す。
　ストロングハイブリッドとも言われる，
本格的なハイブリッドも検討に挙がりまし
たが，やはり開発時間とコストのことを考
えると，燃費向上の点で利点はあっても，軽
自動車でより効果的に結果を出せるのは減
速エネルギー回生の方法だということで決
着がつきました（図1）。では，どういうシ
ステムで，どういうバッテリを使うのか？」。
　二次電池の選択段階では，鉛バッテリ
を2個使う案，ハイブリッド車で実績のあ
るニッケル水素バッテリを使う案，そして
リチウムイオンバッテリを使う案，ほかに，
キャパシタを使う案などが検討された。
「鉛バッテリを2個使うという案は，コス
トの点で利点がありますが，まだエネル
ギー回収の面で我々が狙った電力を回収で
きないんです。また，鉛バッテリでも2個
使うことにより，充電された電気を使い切
るような利用をすれば不可能ではないとし
ても，鉛バッテリは，その特性として，深

い放電深度で利用すると，バッテリ劣化が
早まり，寿命を縮めてしまうことになりま
す（図2）。その結果，バッテリ交換という
負担をお客様に強いることになります」。
　ニッケル水素バッテリについては，四
輪電動車・システム設計部第五課係長の 
淡川 拓郁が見送りの理由を話す。
「エネチャージでは，充放電を頻繁に行う
ことが前提で，それにはニッケル水素バッ
テリよりもさらにリチウムイオンバッテリ
が我々の使い方ではより高い性能をもって
いると判断しました」。
　ニッケル水素バッテリは，実際，ハイブ
リッド車で充放電を繰り返す使われ方をし
ているが，エネチャージでは，クルマが走
行中に使う電力のほとんどを減速中の短時
間に発電し，電池に充電することを前提と
しており，より頻繁な充電を効率よく確実
に行うことが求められ，ニッケル水素バッ
テリの採用は見送られた。

寿命ライン

4倍以上の走行距離寿命

今回開発した
リチウムイオン
バッテリ

鉛バッテリ

走行距離（万km） 社内計測データ
10 16

バ
ッ
テ
リ
劣
化
率

図 2　鉛バッテリとの劣化率比較

図 1　エネチャージの回生エネルギーと制御

リチウムイオン二次電池を用いた減速エネルギー回生システムの開発

1Chapter
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チタン酸リチウムを使う
リチウムイオンバッテリ

　同じように，今回採用したチタン酸リチ
ウムを負極に使うリチウムイオンバッテリ
以外の方式のリチウムイオンバッテリも除
外された。
「ハイブリッド車や電気自動車などで使わ
れるリチウムイオンバッテリは，高電圧，高
容量という特徴がありますが，鉛バッテリ
と同等の電圧として電圧調整を行うDC‐DC
コンバータなど追加の装備を持たないよう
にしたいという，エネチャージの設計コン
セプトに合致しない，という結論に至りま
した」。
　エネチャージで採用したチタン酸リチウ
ムを負極に使うバッテリは，鉛バッテリと
同じ12Vの電圧で使える特性となっている。
電圧変換などの部品がいらなくなり，原価
低減につながる（図3）。

　キャパシタは，エネチャージが求める充
放電の性能においては，リチウムイオン
バッテリより優れた一面を持つが，不採用
の理由を片岡が説明する。
「今回採用したリチウムイオンバッテリと
同じ電力容量の場合，寸法が大きくなり，そ
れによって重量も重くなります。軽自動車
に搭載するうえで場所の選定が制約されま
す。ほかにも，当時はまだキャパシタの価
格が高く，世の中にあまり製品も出回って
いない事情もありました」。
　軽自動車で，しかもいろいろな車種に搭
載することを考えると，価格の問題は大き
い。のちに淡川が説明するが，限られた空
間の中で人や荷物を載せるための空間を最
大に確保することが求められる軽自動車で
は，寸法や重量の課題も見逃すことはでき
ない。
　以上のような経緯から，リチウムイオン
バッテリを採用することに決まった。とは
いえ，なお価格は高めとみられていたリチ

ウムイオンバッテリを軽自動車のすべての
グレードに搭載するとなると，原価の問題
は解消しきれない。そこで，エネチャージ
のシステムを構成する上で，追加すべき部
品点数を限定した，簡素なものに仕上げな
ければならなかった。事実，今回新たに追
加された部品は，リチウムイオンバッテリ
と専用ケーブルくらいのものである。DC‐
DCコンバータを使わないという考え方も，
追加部品の制約から生まれている。

エネルギーの回生と
ドライバビリティの両立

　エネチャージで使われるリチウムイオン
バッテリは，5セルにとどまる。その中で，
十分な電力量を確保できる回生を行わなけ
ればならない。
「まず開発では，JC08モードの中で，エン
ジンの動力を使わずに必要な電力量を確保
することを達成しなければなりませんでし
た。そして，高効率オルタネータを専用に
開発し，最適なケーブル線径を選定しまし
た。減速エネルギーを少しでも多く回収す
るための部品と制御の構築です。
　また，ドライバビリティにも配慮しまし
た。回生させすぎると，運転性に違和感が
出ます。これを解消するために，ブレーキ
センサを使って，運転者がブレーキを踏ん
で強い減速を要求している状況では回生量
を大きくとり，徐々に速度が落ちていくよ
うな状況では回生量を減らして，違和感が
出ない設定に制御しています」。
　ドライバビリティと回生量との調和を図
るため，色々な参考車の減速度を計測した
と，四輪電動車・システム設計部第一課係
長の内山 雅仁はいう。
「競合となる軽自動車や，減速時の回生エ
ネルギー回生を採り入れているクルマ，ハ
イブリッド車等も参考にしました」。
　その上で，ドライバビリティを評価する
ため，公道を走行できるようナンバーを取
得した試験車を作成し，何人もの人に運転
してもらったと内山は話す。
「技術本部内の幹部を含め，色々な人たち
に運転をしてもらいました。もちろん自分
たちも夏の都市部の渋滞路，冬の寒冷地，高

　リチウムイオンバッテリを用いた減速エネルギー回生システム，スズキのエネチャージは，専
用に開発されたオルタネータを使って減速時に発電し，その電気を，新たに搭載したリチウムイ
オンバッテリに充電する。また従来からの鉛バッテリへも電力供給して充電する。電装品などへ
の電力供給は，鉛バッテリからとリチウムイオンバッテリからと，装備によって区別される。こう
したシステム構成とすることにより，従来エンジンの動力を利用して発電し，鉛バッテリへ充電
していたのを極力減らすことでガソリン消費を抑え，燃費を改善するのである。極端に電力不足
になった折にはエンジンの動力を使う道も残すが，実際には，減速時のみの発電で足りる仕様
となっている。モード燃費の向上に加え，実用燃費においては，アイドリングストップと，アイ
ドリンスストップ時間を延長するエコクールなどの新機能と合わせ，消費者が実感できる燃費向
上性能を備えるに至っている。

鉛バッテリとリチウムイオンバッテリの併用

可変電圧式オイルネータで
昇圧して充電

DC-DCコンバータで
降圧して給電

電装部品の
動作電圧範囲

バ
ッ
テ
リ
電
圧
（
ｖ
）

充電状態

14

12

0％ 100％

従来型
リチウムイオン
バッテリ

キャパシタ

今回開発した
リチウムイオンバッテリ

ほぼ全域で電装品の動作電圧を保持

図 3　DC-DC コンバータを必要としない開発リチウムイオンバッテリ
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なぜ，軽自動車にハイブリッドがないの
―スズキ（株）―

速道路，山岳路等，日本国内色々な環境・
場所で走行試験を行い，ドライバビリティ
と回生エネルギーのセッティングを詰めて
いきました」。
　片岡が補足して言うには，
「テストコースの中ですと，自分の意図し
たタイミングでの減速や停止，発進という
評価しかできません。しかし公道に出れば，
クルマの流れや交通状況など，周りの影響
を受けながら加減速や発進・停止をしなけ
ればならなくなります。そうした際の減速
感覚や，アイドリングストップの効果など
は，やはり公道でないと分からないのです。
何ヵ月も通勤で使ってもらうという乗り方
もしてもらっています。
　こうして，システムについて知識を持た
ない人や，役員などの方々から，率直な意
見を出してもらい，煮詰めていったのです。
　やはり，広範囲のグレードに載せること，
今後想定するほかの車種にも順次展開して
いくことを想定すると，入念な評価や作り
込みが必要となり，技術部門全体で力を入
れて取り組んだ開発でした」と言う。

最もこだわった
安全性と信頼性

　全体的な制御の構築とは別に，ものづく
りの面で，淡川は，開発でのこだわりを次
のように語る。
「（寸法や重量の課題は当然解決するとし
て）一番こだわったのは安全性と信頼性で
す。リチウムイオンバッテリがクルマに積
まれて世に出始めて，まだあまり時間が
経っていなかった時期でしたから，リチウ
ムイオンバッテリというとまだいろいろな
不安要素が人々の中にありました。ですか
ら，ここで絶対に失敗を犯すわけにはいか
ないという意識を強く持って取り組みまし
た。
　安全性確保のためにやはり衝突安全性が
課題でした。前後左右どこから衝突しても，
リチウムイオンバッテリが守られることが
必要で，そのための搭載場所探しをしまし
た」。
　実際にリチウムイオンバッテリが積まれ
ているのは，助手席下である。ここはまた，

冷却の点でも要求に見合う場所だった。
「コストの観点から，冷却ファンを付けな
い設計にチャレンジすることは先に決めて
いました。従来の経験から，助手席の下が
一番温度は低いのではないかと思っていま
した。ただし，実際に細かく温度を測り，
パック自体の冷却設計や衝突安全設計と並
行して搭載を検討していきました」。
　そして，淡川が最も心配した衝突実験を
行ってみると，
「クルマは変形してしまいますが，リチウ
ムイオンのバッテリパックは意図したとお
りの空間に逃げ，多少傷はつきましたが，正
常に使える状態を保っていました」と，安
堵した。
　ほかにも，故障につながらないための，防
水や，乗員が間違って蹴ってしまっても大
丈夫な耐衝撃性も加味して，リチウムイオ
ンバッテリパックが作られた（図4）。

鉛バッテリとリチウムイオンバッテリの
両立回路設計

　四輪電動車・システム設計部第五課係長

淡川 拓郁 Hirobumi AWAKAWA

スズキ株式会社
四輪電動車・システム設計部
第五課　係長

「仕事をしていて社内で褒められる
ことはあまりありません（笑），で
きて当たり前ですから。ほかのメー
カも含めた自動車技術会の中で，こ
うして褒められたことが，すごく嬉
しかったし，実際，自分の仕事の励
みになっています」

片岡 準 Jun KATAOKA

スズキ株式会社
四輪電動車・システム設計部
第一課　課長代理

「開発では，悩み，苦労しましたが，
量産することができホッとしまし
た。数ある自動車技術のなかでエネ
チャージが選ばれ，受賞できたのが
嬉しかったです。技術管理部の担当
者が，永年願っていた受賞がやっと
できたと喜ぶ声を聞いて，さらに嬉
しく，名誉なことだと思いました」

内山 雅仁 Masahito UCHIYAMA

スズキ株式会社
四輪電動車・システム設計部
第一課　係長

「授賞式に参加し，ほかの受賞者の
方々の開発内容を見て，凄い研究開
発をされた方々と一緒に同じ賞を受
賞できたのが光栄でした。こんな賞
を戴いていいのかという思いと，名
誉なことだという思いが交錯しまし
た」

小島 洋幸 Hiroyuki OJIMA

スズキ株式会社
四輪電動車・システム設計部
第五課　係長

「受賞の楯をうちへ持ち帰り，妻と
子供に見せたら『凄いね！』『きれ
いだね』と，よく目立つ場所に飾っ
てもらえて，名誉なことだと思いま
した。家族に認められ，喜んでもら
えたのが嬉しかったです」
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1Chapter

の小島 洋幸が担当したのは，回路設計であ
る。エネチャージでは，鉛バッテリとリチ
ウムイオンバッテリの両方を使い，それぞ
れ電力を供給する電装品が，基本的には区
別されている（図5，6）。
「鉛バッテリとリチウムイオンバッテリを
使うので，両方のバッテリを，回生充電する
際にはつなげたり，電力供給するときは切
り離したりという回路をどう作るかがテー
マでした。
　万が一リチウムイオンバッテリが故障し
た場合には，鉛バッテリから電力を供給し，
普通のクルマとして走行し続けられること
が必要です。あるいは，駐車中にも電気を
必要とする電装品があり，そこにリチウム
イオンバッテリから電気を送り続ける容量
が限られている，駐車中は，より容量の大
きい鉛バッテリから電気を供給するように
切り替えます。
　フェイルセーフを含め，状況によって回
線を切り替える回路設計に苦労しました。
その解決には，過去にいろいろなコント
ローラを設計した知見が役立ちました」。
　完成したエネチャージを搭載した第1弾
のワゴンRは，当時の軽ワゴン車トップの
燃費性能，28.8km/Lを実現した。片岡は，
「一つホッとしたという気持ちでしたね。
上の人たちの評価も得られ，またメディ
アを含め試乗会での評価もよく，宣伝も
大々的に展開してもらえたので，かなり嬉
しかったです。すべてのグレードにエネ
チャージがついているので，町で見かける
と，お客様はどう感じてくださっているだ
ろうと気になりました」と，実現の喜びを
語る。
　内山は，
「やはり出来上がって，ホッとしたという
気持ちでした。というのも，開発中はスズ
キの看板を背負った車種にまず搭載すると
いうことでしたので，毎日ドキドキしてい
たからです。心配と緊張した気持ちで量産
にこぎつけたというところでした。量産が
始まり，工場へ車両チェックに行った時に，
モータプールに自分の開発したエネチャー
ジを搭載するクルマがずらっと並んでいる
のを見たときには，感動しました」と，そ
のときの興奮を語ってくれた。

図 4　リチウムイオン電池パックのカットモデル。リチウムイオン電池モジュールは 3Ah × 5 直列。上に制
御基板が見える。170 × 200 × 70mm。重量 2.5kg

リチウムイオン
バッテリパック

図 5　鉛バッテリとリチウムイオンバッテリの使い分け回路

図 6　鉛バッテリとリチウムイオンバッテリの並列

容量 備考
リチウムイオン 3Ah 回生電力受け入れ用特化

鉛 33Ah
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なぜ，軽自動車にハイブリッドがないの
―スズキ（株）―

　淡川は，一転して，
「部品を設計する立場からすると，発売さ
れ，市場に出てからが気になって緊張しま
す。市場で何か不具合が起こりはしないか
と。もちろん，安全性など事前に十分な確
認はしていますが，多くのお客様に愛用さ
れているので，まだまだ緊張が続いていま
す（笑）。
　それから，宣伝の中で，バッテリパック
が映し出される場面があり，小島と一緒に，
ああしようかこうしようかと苦労したこと
が思い出され，嬉しさとともに感慨があり
ます」と，部品設計者としての責任の重み
を語る。
　小島は，
「これまでない物を開発したので，工場と
も組み付け方など相談しながらの開発でし
た。また，量産が始まる際には，様子を確
認しにも行きました。工場で，次々にクル
マが生産されていくのを見て，嬉しかった
ですね」と話したところで，淡川が，
「浜松駅のコンコースに，バッテリパック
が展示されているのを知ったときには，こ

れを俺達がやったんだぜと，嬉しかったで
す」と言う。小島も，
「鼻が高かった」と，笑った。
　市場には，すでに次のS‐エネチャージが
登場しているが，将来へ向けた抱負につい
て，淡川はこう語る。
「最初，こんなの無理だろうという思いで
開発に取りかかりましたが，今となってみ
れば，情熱と，成し遂げようという意思に
よって，やればできるんだというのをこの
開発で学んだと思っています」と，振り返
る。
　小島は，
「燃費技術は，これまでエンジンなどパ
ワートレーンが中心でしたが，バッテリを
使用した電気システムを今回は実現できま
した。電気系でも燃費を向上させられるこ
とが分かり，まだやれることはある。さら
にエネルギーを活用するシステムを開発で
きればと思っています」という。
　内山は，
「年々，燃費への要求が高まる中で，燃費
向上技術の積み重ねで今日があるわけです

が，今後，更なる燃費向上を実現して行く
ためにはこれまでになかったことへも目を
向けて開発に取り組んで行く必要が有ると
考えています。ですから，引き続きネタ探
し，アイディア探し，情報収集に力を注い
でいかなければならないと思っています」
と語る。
　片岡は，
「S‐エネチャージへと，エネチャージが発
展し，いまはもっと何かできるのではない
かという欲が出てきています。
　軽自動車に，ハイブリッド車の選択があ
るかどうかは分かりませんが，それでも，軽
自動車に乗っている人もハイブリッドを体
験したいという思いもあるでしょう。妻か
らも，『なぜ，軽自動車にハイブリッドがな
いの』と言われました（笑）。軽自動車で
も安価にそういう効果をお客様に体感して
いただけるようなシステムの開発を，これ
からも続けていきたいと思っています」と，
未来へ目を輝かせるのである。
　原価と戦いながら，大きく燃費を向上さ
せた開発であった。
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マツダ（株）

低圧縮比という非常識にある
ディーゼルの未来

2Chapter

New Generation Clean Diesel Engine that Combines the Joy of Driving with Outstanding Environmental Performance

走る歓びと環境性能を両立する新世代クリーンディーゼルエンジン

日本では全く日の目を見ていなかったディーゼル乗用車だったが，
マツダのディーゼル技術「SKYACTIV‐D」搭載車は急速に販売を伸ばしている。

この技術開発の始まりは，「わが社からディーゼルエンジンがなくなる」という強烈な危機意識だった。
起死回生で企画された新エンジンコンセプトは，世界で最も圧縮比の低いディーゼルエンジン。

それはディーゼルに携わってきた仲間には常識を覆すエンジンだった。

写真：桜井 健雄
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低圧縮比という非常識にあるディーゼルの未来
―マツダ（株）―

危機感の中から生まれた
もっと自由なクルマ作り

　国内では，1999年（平成11年）8月から施
行された東京都の「ディーゼルNO作戦」
を発端に，乗用車におけるディーゼルエン
ジン車の販売は途絶えた。以後，トラック／
バスでのディーゼルエンジンの排ガス浄化
対策は大きく前進し，今日も物流や輸送の
要となっている。ヨーロッパでは，CO2排
出規制の観点から，伝統的に燃費のよさで
小型車を中心に愛用されてきたディーゼル
乗用車が，上級車種でも適用範囲を広げて
市場が形成されてきた。
　こうした動向を踏まえ，マツダがグ
ローバルを視野に新世代のディーゼル
エンジンとして開発に取り組んだのが，
SKYACTIV-Dと呼ばれる，排気量2.2Lのエ
ンジンである。その特徴は，ディーゼルエ
ンジンの燃費のよさを維持しながら，ガソ
リンエンジンのように伸びやかに高回転ま
で回る特性とし，なおかつ，ディーゼルエ
ンジンの前に大きく立ちはだかる排ガス浄
化において，高価なNOx触媒を使わずに規
制対応することにある。
　ガソリンエンジンのハイブリッド車と価
格的な競合となりつつあるディーゼルエン
ジンにとって，排ガス触媒の原価低減は大
きな課題となっている。それは，ヨーロッ
パの自動車メーカが近年，ガソリンエンジ
ンのダウンサイジングに力を注いでいるこ
とからもうかがえるところだ。
　SKYACTIV‐Dの開発には，そうした時
代背景があるのは事実だが，ディーゼルエ
ンジンの取り組みにおいて，マツダ社内で
は，どのような議論が重ねられてきたのだ
ろうか。パワートレイン開発本部 走行・
環境性能開発部 第2走行・環境性能開発グ
ループ主幹の林原 寛は，こう振り返る。
「当時の私は，マツダ技術研究所に在籍し
ていました。そして2004，2005年ごろの
ことだったと思いますが，マツダの中では，
ディーゼルエンジンには後がないという危
機感がありました」。
　後がないという危機感とは，具体的にど
ういうことだったのか。

　パワートレイン開発本部 パワートレイ
ン技術開発部主幹の片岡 一司は，
「当時，マツダはフォードグループに属し
ていました。フォードは合理的な経営を考
える会社で，当時，フォードグループに同
じく属していたボルボと，マツダと，そし
てフォードなどのグループメーカが使うエ
ンジンについて，一番いいエンジンを作る
メーカのものを調達し，グループ内で共有
して使おうとしたのです。ガソリンエンジ
ンもディーゼルエンジンも同様です。ヨー
ロッパではディーゼルエンジンが定着して
いますから，マツダではもうディーゼルエ
ンジンをやれないかもしれないという雰囲
気がありました。ところが，急に風向きが変
わってきたのです」と経緯を解説する。続
けて，
「マツダは生き残れるのか？　……そうい
う危機感のなかで，シニアマネージメント
のほうから，『もっと自由にクルマ作りを
しよう』との声が上がりました。『のびの
びPT（パワートレイン）』とか，『わくわく
シャシー』という言葉が生まれ，自由に発
想し，やりたいことを言ってみろという機
運が起こったのです」。
　マツダは，1996年にフォードから社長を
迎えたあと，2004年からは日本人社長に戻
る。この時期に，片岡の話はおよそ重なっ
てくる。
　この機会を逃すまいと，マツダ技術研究
所でディーゼルエンジンを担当していた片
岡や林原は，思い描く理想のディーゼルエ
ンジンを構想した。それが，低圧縮比で高
回転まで回るディーゼルエンジンであった。

気持ちよく上まで回る
低圧縮ディーゼル

「時代の流れとしても，ディーゼルエンジ
ンの低圧縮比の傾向はすでにありました。
ただしそれは，かつて18：1くらいであっ
たのを16にする程度で，14にするというの
は，我々が作成した構想書に書いてあるも
のの，我々自身，当時の感触としては14に
到達できるのは2020年ごろだろうと考え
ていました」と片岡は語る。続けて林原は，
「構想の主旨は，トルクがあって燃費がい
いというディーゼルエンジンの特徴に加え
て，気持ち良く高回転まで回すところにあ
ります。そのためには，高圧縮比で頑丈な
従来のエンジンは，エンジンの内部抵抗が
大きく，限界がある。そこで低圧縮比・軽
量エンジンに行き着きます（図1，2）。ま
た，低圧縮比にすれば排ガスにもいい。さ
らにその背景にあったのは，究極のエンジ
ンはガソリンもディーゼルも一つに集約さ
れるという我々の考えでした」。
　圧縮比を高め，ガソリンを自己着火させ
るHCCI（予混合圧縮着火）は，ガソリンエ
ンジンをディーゼルエンジンのように運転
する構想だ（図3）。
　こうして，低圧縮比のディーゼルエンジ
ン開発が動き出すわけだが，そこで片岡が
驚いたのは，
「マツダ技術研究所では，まだ構想書しか
出来上がっていないのに，量産へ向けた先
行開発へ移管されたことです。これまでで
あれば，構想を技術に実現してから量産へ
向けた開発が始まるのですけれども，技術

　SKYACTIV‐D は，世界で最も圧縮比の低いディーゼルエンジンである。これは，従来，高
圧縮比であることで効率が高く，燃費がいいというディーゼルエンジンの常識を覆す開発であっ
た。発想の原点について，現執行役員（当時の開発責任者）の人見 光夫は，次のように語って
いる。「排ガス低減のため，いまのディーゼルエンジンは上死点からピストンが下がったところで
燃やしているのです。ならば，低圧縮比でしっかり燃やせばいいではないか」。結果，NOx も煤も，
従来の 1/10 にまで大幅に減った。また圧縮比を下げることで，エンジンの機械損失も大幅に
下げることができ，より低燃費に成果をもたらすことになる。さらに，損失の低減は，高回転
化への道筋にも通じる。こうして，SKYACTIV‐Dは，NOx 触媒なしで排ガス規制を達成し，ディー
ゼルエンジンならではの燃費はもちろん，同時にまた，高回転まで伸びやかに回る運転性を実
現したのである。

世界で最も圧縮比の低いディーゼルの意味

2Chapter
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も何もないのに，もう量産の先行開発をす
るということなので，技術研究所から，ま
ずは林原と，その上司が量産技術へ異動し
ていきました」。
　ある意味では無謀ともいえる経営判断が
行われたわけだが，それは逆に，経営側の
ディーゼルエンジンに対する並々ならぬ決
意の表れであったともいえるだろう。
　とはいえ，ディーゼルエンジンの量産化
で永い経験を持つパワートレイン開発本部 
走行・環境性能開発部 第2走行・環境性能
開発グループでアシスタントマネージャー
を務める山田 薫は当初，
「これほどの低圧縮比では，低温でエンジ
ンが始動しないだろうと思いました」と振
り返る。それほど，ディーゼルエンジンの
専門家の目からすれば常識外れの取り組み
であった。片岡たちも，構想書の上で圧縮
比14の実現は2020年ごろになると考えて
いたほどの低い圧縮比への挑戦であった。

机上の理論をどう具体化するか
着火から拡散燃焼の研究

　そうした難関を乗り越えるためには，新
たな開発手法が必要だった。
　林原は，「燃焼タスクというのを立ち上
げ，各専門家を集めて，どうすれば低圧縮
比でも着火できるか，構想を練り上げまし
た。それに半年ぐらいの時間をかけました。
たとえば，我々が予混合燃焼と呼んでいる，
空気と軽油が十分に混ざり合ったところで
着火する領域をいかに広げられるか，そし
て，通常のディーゼルエンジンの拡散燃焼
にどうつないでいけるか，みんなで知恵を
出し合いました」と明かす。
　マツダの技術研究所時点での構想は，机
上の理想像でしかない。それを，どのよう
にすれば現実に実行できるのか。その具体
策を練ったのである。理論を実像にするた
めに，半年の時間を要した。
　ディーゼルエンジンは，空気だけをシリ
ンダ内に導入し，これを圧縮し，温度が高
くなったところで燃料を噴射することで自
己着火を起こさせる。着火したところから，
燃焼室内へ火炎が伝播していく燃焼を，拡
散燃焼という。これに対し，予混合着火は，

図 1　軽量化が可能となったピストン、ピストンピン，コンロッド。下が SKYACTIV-D

図 3　内燃機関の進化ビジョン
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図３ 内燃機関の進化ビジョン

図 2　クランクシャフトの軽量化。上が SKYACTIV-D
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低圧縮比という非常識にあるディーゼルの未来
―マツダ（株）―

圧縮された空気に燃料を噴射するが，それ
が十分に混合するまで待って自己着火を起
こさせる手法である。とはいえ，空気が圧
縮され温度の上がったところへ燃料噴射し
ながら，混ざるまでどうやって燃え出さな
いようにするのか？
「そこは，大量のEGR（排気再循環）を使
います。ただし， EGRが大量にあると，筒
内環境が大きく変化するため燃焼の始まる
時期が大きく外れます。そこで，吸気の酸
素濃度を含め筒内環境から燃焼の始まる時
期を推定して燃料噴射時期を決定する制御
を開発しました」。
と説明するのは，パワートレイン開発本部 
パワートレインシステム開発部 PT制御シ
ステム設計グループのアシスタントマネー
ジャーである鐵野 雅之だ。
　しかし，制御のソフトウェア開発だけで
はとても間に合わなかった。
「燃焼タスクのあと，制御タスクを立ち上
げ，予混合燃焼と拡散燃焼の移行など含め，
どう燃焼をコントロールするか，専門家が

集まって構想を組み立てていったのですが，
短期間のうちに制御のソフトウェアだけで
解決するのは難しかったです。また，2ス
テージターボチャージャ（図4，5）や，可
変バルブリフト機構（IDEVA）など新しい
装置の導入などもあったので，エンジン側
の変更や，キャリブレーション（適合）に
制約を設けるなど，相互の協力をしながら
開発を進めることになりました」と，鐵野
は説明する。
　従来であれば，エンジンがほぼ出来上
がったところで，次は制御のソフトウェア
を構築するという開発手順であった。しか
し，それではとても突破口の開けない状態
だった。
「鐵野の仕事を見ていて凄いと思ったのは，
一般的に燃料噴射のソフトウェアは，部品
メーカが作った基本ロジックを基に，各自
動車メーカが改造して使っていくのですが，
今回は，すべてを新しくSKYACTIV-D専
用に，一から作り直してしまったことです」と，
林原は補足する。これを聞いた片岡が，

片岡 一司 Motoshi KATAOKA

マツダ株式会社
パワートレイン開発本部
パワートレイン技術開発部
主幹

「マツダ技術研究所の少ない人数で
構想したものが，次第にいろいろな
関係部署から人が大勢集まり，世に
出すことができ，しかも受賞するこ
とができた，その開発に，初めから
量産までずっとかかわれたのは初め
てのことで，とても嬉しいです。マ
ツダはもちろん，ほかの会社を含め，
同期で社会人になった友人に，ちゃ
んと仕事をしているよと伝えられる
ことにもなり，嬉しく思っています」

鐵野 雅之 Masayuki TETSUNO

マツダ株式会社
パワートレイン開発本部
パワートレインシステム開発部
PT制御システム設計グループ
アシスタントマネージャー

「栄えある賞を，ありがとうござい
ます。自分の名前が受賞者の中に入
るとは思ってもいませんでした。こ
の開発は，かかわった全員の汗と努
力の賜物だと思っていますので，受
賞はみんなの代表としていただいた
と思っており，みんなに感謝してい
ます」

林原 寛 Hiroshi HAYASHIBARA

マツダ株式会社
パワートレイン開発本部
走行・環境性能開発部
第2走行・環境性能開発グループ
主幹

「今回は代表として受賞しましたが，
この 5 人だけでなく，みんなの力に
よる成果であり，そこに感謝しつつ，
頑張れば報われるという例となって，
若い人たちがこれを見習い育っても
らえればと思います」

山田 薫 Kaoru YAMADA

マツダ株式会社
パワートレイン開発本部
走行・環境性能開発部
第2走行・環境性能開発グループ
アシスタントマネージャー

「受賞の一員として名前を入れてもら
えて感謝しています。部下を含め，み
んなの頑張りがあってできたことなの
で，私が受賞していいのかという思い
もありましたが，代表として受け取っ
たつもりです。受賞をチームのみんな
も喜んでくれて，次ももらえるように
邁進していきたいと思います」

旗生 篤宏 Atsuhiro HATABU

マツダ株式会社
パワートレイン開発本部
エンジン設計部
第1エンジン設計グループ
アシスタントマネージャー

「新米設計者の時期から共に育って
きたエンジンでこのような賞をいた
だき，大変嬉しく思います。指導い
ただいた諸先輩方や，支えてくれた
同僚，家族に感謝すると共に，もっ
ともっと楽しいクルマと，その原動
力となる良いエンジンを生み出せる
よう，今後も精進して参ります」
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「そういえば，最初にエンジンを回そうと
したとき，何も制御が入っていなくて大変
だったね」と，笑う。量産エンジンへの道
筋をつけた山田も，
「低圧縮比によって，拡散燃焼でも火がつ
かないということが起きましたから……」
と振り返る。
　それほど，低圧縮比の実現そのものが大
ごとであったうえ，予混合燃焼の領域を広
げ，そして拡散燃焼へと移行していく燃
焼の両立を図ったSKYACTIV-Dの制御は，
独創に満ちたものとなっていったのであった。

動力性能と排ガス浄化
燃焼と音，振動の両立

　そして量産化へ向けては，現実問題とし
ての動力性能の確保，排ガス浄化の対応，そ
して音や振動などの快適性にかかわる課題
の作り込みも必要になってくる（図6，7）。
　エンジン性能の改善に取り組んだ山田は，

「燃焼をしっかり行わせながら，たとえば
音の問題を解決するには，熱の発生を寝か
せる必要があり，そのための熱発生量の調
節に苦労しました。熱量が，不足しても多
すぎても，ノッキングを起こします」と語
る。
　騒音を抑えながら，しっかり燃焼させる
ためには，燃焼室内に火種を作るプレ噴射
の時期や噴射量の調整が不可欠だ。それを，
あらゆる運転領域で，最適に実現できなけ
れば，走行中に騒音が大きくなったり，燃
焼が悪化したりということが起こる。
「これまで以上に苦労しました」という，
山田の一言に，低圧縮比というかつてない
ディーゼルエンジンの挑戦を，市販できる
量産に持ち込む苦労がにじみ出る。
　SKYACTIV-Dが，いよいよ市販に移さ
れ，2012年2月に発売されたCX-5では，序
盤の販売台数の80％以上がディーゼルエ
ンジンという評判を得た。
　片岡は，

「好評なのは嬉しい反面，不具合が出ない
か不安なところもありました。従来の開発
と異なり，実験を省き，机上での作り込み
に時間をかけたので，そこで考えたことが
適切であったことにホッとしたというのが，
正直な気持ちです。
　これまでのように，一つひとつを実験で
確かめるということをしていたら，とても
開発は間に合いませんでした。また，実験
をするといっても，ある特定の条件で確認
できるだけですから，性能を網羅的に確認
できるわけではありません。今回，性能目
標を機能目標へ，そして物理量へと落とし
込み，やるべきことの数を絞り込んでいく
開発を採り入れたことにより，ここを押さ
えれば大丈夫という開発の仕方をしたこと
が重要でした」と解説する。
「開発では，崖をちゃんと見て，そこから
距離をもっていれば機能が破綻することは
ないという開発のやり方を採りました。こ
の機能開発を信じてやってきたのです」と

図 4　2 ステージターボチャージャ外観
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低圧縮比という非常識にあるディーゼルの未来
―マツダ（株）―

は，林原である。この手法を採り入れた上
司は凄いと，改めて語る。
　制御の部分では，
「ソフトウェアを大きく変えたので，新し
く採用した装置の役割をしっかり決めると
ともに，装置の応答性の時間差に応じて，制
御の優先順位を定めるということをやりま
した。ターボチャージャのような応答の遅
れが出る装置は先に動かすようにして，燃
料噴射のように速く動く装置で補正すると
いうことをやっています。
　ソフトウェアをごっそり変えたので，適
合が大変ではないかと思い，キャリブレー
ションの担当の人たちと協力して作業を進
めました。とはいえ，それがきちんと出来
上がっているかどうか，そこは不安があり
ました。いよいよ量産され，好評を得たこ
とで，嬉しさよりまずホッとしたというの
が正直な気持ちです」と，鐵野は安堵の面
持ちである。
　山田も，
「これまで永いことディーゼルエンジンの
開発にかかわってきましたが，最後の最後
までドタバタしたのは久しぶりのことで
す」と，苦笑いする。「排ガス浄化のとこ

ろで，未燃焼のHCが出たり，COが出たり，
それには排ガス温度が低い影響なども絡み，
制御はもちろん，設計にも迷惑を掛けなが
ら量産化に持ち込めたというのが実際です。
　そのうえで，’90年代のカペラ以来，何十
年ぶりかで乗用のディーゼルエンジン車を
国内に出せたのは感激でした」。

人は一度の驚きでは忘れてしまう
何度でも驚かせるつもりで

　NOx触媒を使わずに，世界で最新のディー
ゼル排ガス規制を達成したSKYACTIV-D
に，世界の自動車メーカが驚嘆した。それ
でも，挑戦は終わらないという。
　片岡は，「今回，アッと驚かせるエンジン
を出すことができたので，今後も定期的に
アッと驚かせるエンジンを出していきたい
とうのが，次への思いです」と語る。
　林原も，「人は，一度驚いたくらいでは
すぐにそれを忘れてしまうものです。何度
か続くことで，初めて，おおやるな！と思
われるようになります。また，後続のメー
カが当然現われ，いまわれわれが成し遂げ
たことは常識になっていきます。ですから，

もう一度驚かすような非常識なことに挑戦
していきたいですね」と続けた。
　鐵野は，「これまで制御開発というと，エ
ンジンのコンセプトが決まり，スペックが
決まり，そして制御に移るという手順でし
たが，商品やユニットの目標を定める段階
で，制御も対等にかかわり，設計や適合の
各部門と一緒に機能配分できるような開発
工程にしていけるようにしたいと考えてい
ます。みなさんにアッと驚いていただくた
めにも，開発の改善にこれから力を注いで
いきたいと思っています。次は，一皮むけ
て頑張りたいですね」と，微笑んだ。
　山田は，「ここまで高い評価を戴き，これ
を持続するには，常に攻める姿勢でいなけ
ればなりません。とはいえ，攻めるのは疲
れることでもあるので（笑），休みを入れな
がらやっていきたい」と，口では言いなが
ら，目の輝きは衰えさせてはいない。
　世界一低圧縮比のディーゼルエンジン開
発は，マツダが，一躍世界の最先端に躍り出
た開発であったといえる。その自信が，一
人ひとりの発言に力強さを与えるとともに，
驕らず次への目標を定めた姿勢に，技術者
としての真摯な姿が重なった。
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（株）小糸製作所╱トヨタ自動車（株）

対向車を幻惑せず
際まではっきり見るために

3Chapter

Development of Adaptive Driving Beam Headlamps and its Commercialization

配光可変ヘッドランプの研究開発と商品化

道交法ではヘッドランプの使い方は通常ハイビームでなければならないとされている。
しかし同時に相手を幻惑させないように，対向車が来たときにはロービームに切り替えなければならない。
このジレンマをどうするか。普段我々は切り替えの手間を省き，ロービームで走ることが多いのではないか。

しかしロービームでは道路右を通行する歩行者などの発見が遅れるのだ。
小糸製作所とトヨタは、ハイビームのまま、対向車のみ光を当てない技術を開発した。

写真：赤松 孝
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対向車を幻惑せず際まではっきり見るために
―（株）小糸製作所╱トヨタ自動車（株）―

ロービームでは
道路右側の歩行者が見えづらい

　交通事故によって亡くなる人の数は，国
内の統計で1970年（昭和45年）の1万6765人
を最多に，2012年（平成24年）時点で4646
人と，1/3近くにまで減ってきた。が，まだ
まだ多くの人が亡くなっている事実に変わ
りはない。また，亡くなった人の事故状況
を調べると，歩行中の人が最も多く，その
約7割が夜間であるとの調査結果がある。
　さらに夜間の事故状況を調べると，直線
路で横断する人の死亡事故が多いという結
果が残された。しかも，クルマ側から見て
道路の右側から横断した人の死亡事故が多
くなっている。
　こうした状況を踏まえ，クルマのヘッド
ランプの実情はというと，対向車を眩惑し
ないように道路右側の光が遠方に届かない
よう法規で規定されている現在のロービー

ムは，道路右側の歩行者の存在を認識しに
くい状況があり，そのため走行中のクル
マから道路右側から横断してくる歩行者
を発見しにくい様子が分かってきた（表1， 
図1）。
　求められるのは，道路右側の歩行者を発
見できるハイビームでありながら，前を走
るクルマや，対向車を眩惑しない配光であ
る。
　ヘッドランプの配光について，小糸製作
所システム商品企画室主管の堀 宇司は，こ
れまでの開発経緯を次のように紹介する。
「小糸製作所ではまずロービーム領域の配
光制御の研究開発を1980年代に，そして’
90年に，ADBの原型となる配光制御の開
発を開始しました。それが，’95年のトヨ
タのASV（Advanced Safety Vehicle）に採
用されることになります。これをきっかけ
に，トヨタとの本格的な開発が2002年から
始まりました」。
　そして商品化されたのが，世界初の AFS

（Adaptive Front-lighting System）である。
2003 年のことであった。これは，ロービー
ムの配光を，ハンドルの切れ角や車速に応
じて，クルマが曲がる方向へ向けることで
視認性を確保するシステムである（図 2，3）。
「ランプに関する国内の法規は，基本的に
欧州の法規が導入されてきます。従来は新
しい技術を導入するためには，法規の文面
作りまでを含め10年ほどの歳月を要して
きました。そこで，ハイビームの配光制御
についても，それくらいの歳月がかかるの
ではないかと予想していたところ，2007年
に欧州での動きが急になり，数年後には製
品として世に出さねばならない状況となっ
たのです」。

トヨタと共に決めた目標
際
きわ

までくっきり見たい

　小糸製作所は，トヨタへいち早く具体的
な技術提案をしなければならない事態と

表 1　ハイビーム作動率（小糸製作所評価結果より）

ハイビーム作動率（％）
一般道 自動車専用道

配光可変HLなし 26 18
配光可変HL有 64 33
増加率 +38 +50

図 1　ハイビームとロービームの歩行者視認性の比較

図 3　配光可変ヘッドランプ光学ユニットの構成

図 2　光学ユニットと各種アクチュエータ

3Chapter
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3Chapter

なった。トヨタと，どのような機能を持つ
べきか，堀ら小糸側からトヨタへ提案する
とともに，トヨタからの要望を受け，意見
を交換しながら仕様を固めていった。そし
て，2012年の商品化を目指し，2010年には
ADB（Adaptive Driving Beam）の試作車
を作って，公道評価を開始することになる
のである。
「欧州の動きを受けて2011年に国内の法
改正があるまで，ハイビームの配光を自動
で変える機能を公道で走らせることができ
なかったので，国土交通省の大臣認定を
取らなければなりませんでした」（今日で
は，LEDヘッドランプが普及し始めている
が，4〜5年前の当時は，まだディスチャー
ジヘッドランプが先端的なヘッドランプの
普及技術であり，ディスチャージヘッドラ
ンプでのハイビームの配光制御で開発は始
まった）。
　ADB開発の様子を語るのは，システム商
品企画室担当員の大塩 洋彦である。開発当
時の大塩は，実際に物を設計する製品開発
部に所属していた。
「トヨタからは，自動車メーカとして，前
を走るクルマや，対向車を眩惑させないギ
リギリの際まで配光するようにしたいとの
要望が出されました」。
　自動車メーカとしてのヘッドランプの要
求性能については，トヨタ第2ボデー設計
部ランプ・外装設計室グループ長の毛利 文彦
が，次のように説明する。
「究極の理想をいえば，昼間と同じように
見えることです。そのための開発は今も続

いています」と語り，同じくトヨタの第2
ボデー設計部ランプ・外装設計室主任の 
中川 享俊は，
「トヨタからの要望として，明るさや照射
エリアなど配光の仕様について意見を出さ
せていただきました。その具体的な内容の
一つは，際までハッキリ見たいということ
です」と話すのである。
　それを受け，大塩が設計を重ねる。
「レンズの焦点に，配光をもたらすシェー
ドがピッタリ合わないと，際をハッキリ見
せることができません。そのためには精度
が重要で，焦点とシェードの位置がわずか
でもズレると，ぼやけたり，光線の際に色
が付いたりしてしまいます」。
　ADBは，光源の前側に，左右別々に動く
シェードを備えている。左右のシェードを，
得たい配光に合わせて動かすことで，前の
クルマや対向車を眩惑させない，すなわち
ランプの光を照らさない部分を作る（図4，
5）。

製造精度を上げ
全数検査に踏み切った

「不具合を起こさないため部品の精度を高
めるとともに，量産へ向けて，製造上の精
度の追求にも苦労しました」と，大塩は振
り返る。
「シェードを製作してもらっているメーカ
では，製造の最終工程で精度の検査をして
もらっています。また，組み立てを行う我々
小糸の工場でも，ユニットの完成ラインで

配光の検査を全数やっています」。
　トヨタへ納品するADBのすべての配光
を検査しているというのだ。
　通常，工業製品は，生産した物の中から
代表して幾つかの部品やユニットの検査を
するのは普通だが，全数の検査・確認はま
れなことではないのか。
「従来から，我々の工場で，仕向け地と仕
様が合っているかの簡単な検査は行ってい
ます。しかし，配光のカットラインを細か
く，一つ一つ検査するのはこれが初めての
ことで，部品メーカにも苦労をかけた点で
す」と，大塩。
　そして，堀は検査の重要性を説明する。
「前のクルマや対向車の，ギリギリの際ま
でランプの光をハイビームで照らそうとす
るなら，正確さが不可欠であり，公差を満
足しているかを一つ一つ確認することが必
要になったのです。万一，対向車を照らし
てしまいドライバを眩惑させてしまうとい
うことが起これば事故を誘発しかねないで
すから……」と，ヘッドランプの配光の持
つ意味を改めて強く実感させる開発であっ
たというのである。
　開発の過程では，もう一つの山場があっ
た。
「際まで見せるとはいいながら，明暗が
ハッキリし過ぎると，一方でドライバがわ
ずらわしさも感じることが分かってきまし
た。そこで，多少は境界がぼやけるように
する必要があったのです。それを対策する
ため，シェードの板の厚みを変えるなど，
光の焦点をずらす微調整を行いました」と，

図 4　光源の前に設けられたシェード 図 5　左右のシェードを動かすことで配光パターンを変化させる
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対向車を幻惑せず際まではっきり見るために
―（株）小糸製作所╱トヨタ自動車（株）―

大塩 洋彦 Hirohiko OHSHIO

株式会社小糸製作所
システム商品企画室　担当員

「構造設計は地味な仕事ですが，昔
の仲間がこの受賞を知るようなこと
があれば，大塩も頑張っているなと
思ってもらえるのではないかと思っ
ています。家では，家族に自慢する
ことができました（笑）」

堀 宇司 Takashi HORI

株式会社小糸製作所
システム商品企画室　主管

「小学 6 年生の時にスーパーカー
ブームがあり，以降，自動車にかか
わる仕事をしたいという夢がありま
した。自動車の進化に貢献できたこ
と，さらに栄えある賞を受賞でき，
大変嬉しく感じます」

望月 清隆 Kiyotaka MOCHIZUKI

株式会社小糸製作所
システム商品企画室　主管補

「正直，受賞したことに驚いていま
す。また，式典に出席し，表彰して
いただくだけでなく，このようなイ
ンタビューを受け，それが冊子に掲
載されるとは，凄い賞だと，改めて
いま実感しています」

中川 享俊 Takatoshi NAKAGAWA

トヨタ自動車株式会社
第2ボデー設計部
ランプ・外装設計室　主任

「光栄な賞を戴くことができ，大変
嬉しく思っております。両親がネッ
トで受賞のことを知り，並んだ写真
の端に写っている自分を発見し喜ん
でくれました。次は自分が開発の中
心になれるよう今後も仕事に励みた
いと思います」

毛利 文彦 Fumihiko MOHRI

トヨタ自動車株式会社
第2ボデー設計部
ランプ・外装設計室　グループ長

「受賞は二度目です。もちろん今回も，
かかわった技術が認められ，賞を戴
くことができ，よかったと思います。
同時にまた，実は賞を狙ってもいまし
た。自分は，ランプの先端技術にか
かわる立場にいるのですから，世の
中に商品を出す以上は，賞をもらえ
るくらいのことをやり遂げたいと考え
ていました。受賞が実現でき大変嬉
しく思います」

　ADB（Adaptive Driving Beam）は，ハイビームの配光を自動的に変えることで，前を走るクルマや
対向車のドライバを眩惑することなく，ハイビームの照射範囲を可能な限り広げる技術である。ランプ
機構は，光源の前に，左右に分かれた 2 枚のシェードがあり，このシェードを上下に動かすことで配
光切替を行う。また，ランプ自体をモータで左右方向へ回転させることにより，前を走るクルマとの車
間距離や，対向車が近づいてくる際の，明かりのカット範囲を変化させる。前を走るクルマや対向車
の認識は，フロントウィンドウ上端に設置された専用カメラで行う。そして，制御 ECU が、カメラで
認識した前方車両の情報や自車の車速やステアリングの角度の情報を元に、最適な配光を決定し、ラ
ンプ内のモータを制御する配光制御は五つあり，通常のハイビームとロービームのほか，遠くのクルマ
に対する光をカットするスプリットハイビーム，前のクルマへの光をカットする 2 分割ハイビーム右，対
向車への明かりをカットする 2 分割ハイビーム左であり，これらを自動で変化させる。

シェードで影を作り，できるだけハイビームを使う
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大塩は説明する。
　人の目とは，あるいは人の見え方に対す
る感じ方は，それほど敏感なのだ。

多部門がかかわる開発
スタートはトラブルが重なった

　際までハッキリ見せるという基本概念は，
トヨタ側も小糸側も目指したことだ。だが，
どれほどという程度問題は，それぞれの感
覚によって違ってくる。そうした調整役を
担ったのが，小糸製作所システム商品企画
室主管補の望月 清隆である。
「製品の作り込みの部分で，どういう商品
にしていくかを，トヨタの要望と，小糸製
作所の開発部門との間で，どう落としどこ
ろを得るか，そこもADB開発で重要な点で
した。私は，机上の構想を，どのようにも
のにしていくかを担当しました。トヨタと
の調整だけでなく，社内でもランプの新技
術を開発する製品開発部だけでなく，今回
は，電子技術部，機構システム部など，複
数の部署がかかわる開発でしたので，部署
間の調整を図るとともに，互いに協力し合

うことで，一つの製品にまとめることがで
きました」。
　同様の担当者間の調整は，トヨタ内でも
起きていた。
「ランプについては小糸製作所ですが，こ
のシステムはほかに，システムを作動させ
るECU，センサとして状況を認識するカメ
ラ（図6）といった別の部品メーカとのか
かわりもありました」と中川は説明する。
　大臣認定を取った試作車の段取りでも，
望月は苦労があった。
「試作車を作った当初は，そもそもADBが

作動しないというトラブルから始まりまし
た。いざ動いて，走行してみると，配光可
変する場面が少ないということも起き，こ
こはトヨタの協力を得てカメラの精度を上
げて対処しましたが，今度は作動しすぎて
煩わしく感じたり……」。
　また，光軸調整にも気を遣う必要があっ
た。
「ヘッドランプには，光軸を合わせるエイ
ミング機能が付いています。ネジでヘッ
ドランプの向きを調節する機構ですが，
ADBが2枚のシェードを持つので，光軸と

図 6　状況認識に使われるカメラ

配光可変ヘッドランプ搭載車

ロービーム

ハイビーム
前方車

なし

前方車

遠い

前方車

近い

前方車

間近

スプリット・ハイビーム 自

動

切

換

2分割ハイビーム左 2分割ハイビーム右

【追加された配光】

図 7　配光可変ヘッドランプの配光制御イメージ

ユニット全体をスイブル（旋回）
して光軸の向きを制御する

光軸

回転軸

スイブル・アクチュエータ
（DCブラシレスモータ）

対向車に追従して左右ランプの配光をスイブル

左ランプをスイブル 右ランプをスイブル

対向車：遠方

対向車：接近

図 8　スイブル機能による遮光領域の追従制御
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対向車を幻惑せず際まではっきり見るために
―（株）小糸製作所╱トヨタ自動車（株）―

シェードによるカットラインを合せるのに
苦労しました（図7，8）」。
　こうした様々な課題が生じる中で，この
開発が特徴的であったのは，やはりチーム
としての仕事の進め方であったといえるだ
ろう。
　堀は，
「大部屋会議ということを，このころから
社内で始めるようになりました。週に1回，
各部署から人が集まって，課題に取り組ん
でいきます。また，トヨタの中でも，ラン
プ，ECU，カメラなど，トヨタと部品メー
カが毎週のように集まって会議をするよう
になりました」と振り返る。

厳しい意見は
期待の現われだ

　こうしてADBは出来上がり，2012年のク
ラウンとレクサスLSに搭載され，発売され
た。その完成を見て，どのような達成感を
覚えたのだろうか。

　堀は「最初の試作の出来栄えが構想した
物にはるか及ばない物でしたので，周りか
ら実現は難しいのではないかといった声が
聞こえるようになりました。しかし，でき

ないと分かるまではやり通す気持ちでいま
した。次第にいけそうだという手ごたえを
感じるようになった後は，どんどん良い物
になっていきました。その結果，ほぼ思い
描いた通りのものが実現できました」と感
慨深げに話す。
　大塩は，「原理は，簡単なのです。しかし，
クルマに搭載するうえで，寸法や，モータの
寿命など，色々越えなければならないこと
が多く，やり遂げたという達成感はありま
す。たとえば，シェードの板一枚でも，溶
接せず板金の一枚板で作るにはどうしたら
いいか……，周りの叱咤激励によってでき
あがった喜びは大きい」という。
　望月は，「最初に商品コンセプトを立ち
上げたときは，ゾッとした覚えがあります。
まだ個々の技術が出来上がっていないのに，
開発しなければならなかったので。実際，や
り始めると，社内を含めトヨタからも厳し
いコメントを戴きました。厳しい意見は期
待の現われだと思っていましたし，仕事と
して面白かったですね。やってよかったと
みんなが思えた開発にかかわることができ
た充実感はあります」。
　トヨタの中川は，「小糸製作所からの提案
を，車載し，クルマとして仕上げることが
できたことが大きいと思っています」。

　同じくトヨタの毛利は，「この開発は，ラ
ンプですから夜に走り込んで熟成していか
なければなりません。しかも，官能評価が
重要な機能でもありますから，皆の苦労が
報われてよかったと思います。私は，かつ
て開発の仕事を実際にしていましたが，こ
の開発ではまとめ役の立場で，厳しいこと
をいう場面もありました。そのうえで，よ
くここまで仕上がったと思いますし，皆頑
張ってくれたと思っています」と，技術者
たちを称えた。
　ADBは，ハイビームの作動率を，一般道
と自動車専用道路とで，それぞれ38〜50％
高める成果を残している。今後どのように
発展していくことになるのか。堀は，最後
を次のように締め括った。
「ADBの開発は，ランプ史の一つの節目と
なる重要な技術だと考えています。その上
で，そもそも開発の目的は，夜間の交通事
故を減らすことにあるわけですから，よい
ものをより安くつくれるようにして，小型
車へも普及させていくことが不可欠だと考
えています。広く普及して初めて，事故の
低減につながるのですから」。
　将来へ向け，開発は終わったのではなく，
本来の目標に向かってまだ続いている。
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日産自動車（株）

操舵をステアリングと
切り離したとき，何ができるか

4Chapter

Development of a Steering which Controls Tire Angles and Steering Force Independently

転舵角と操舵力を独立制御可能な操舵システムの開発

バイ・ワイヤは人間の操作を助ける様々な制御を可能とし，発展が見込まれる技術とされる。しかし操舵系の採用は遅れていた。
トラブルが起きたときのリスクが大きいこと、そしてステアリングをバイ・ワイヤにすることの意義が明確ではなかったからだ。
しかし日産は前後輪を別々に制御してきた歴史を持ち、ステアリング・バイ・ワイヤの将来性から積極的に研究を続けた。

そして世界初の操舵システムを開発したのである。

写真：桜井 健雄
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操舵をステアリングと切り離したとき，何ができるか
―日産自動車（株）―

メカニズムの動きを
切り離すバイ・ワイヤ

　バイ・ワイヤとは，直訳すれば配線による
という意味になり，技術的には，機構を動
かすために従来は機械的リンケージの構成
で行っていたものを，操作の動きを電気信
号に変換し，機構そのものはアクチュエー
タで作動することである。
　バイ・ワイヤの技術は，元は軍用機の技術
として始まったが，1980年ごろから民間航
空機でも採用されるようになった。これに
よって，たとえば大型航空機の操縦に関し
て，機械的伝達ではなく，電気信号によっ
て操縦席から遠い翼のフラップを軽い力で
動かすといったことができるようになった。
　クルマにおいても，すでにアクセルやブ
レーキ操作にバイ・ワイヤが適用されてい
る。アクセルの場合，ドライバのアクセル操
作に対して，最適な出力を調整するように
なっていたり，燃費向上のため無駄なペダ
ル操作の抑制が制御されていたりする。ブ
レーキであれば，ハイブリッド車での回生
ブレーキとの協調や，姿勢安定制御などで
１輪にのみ制動を掛けるなどに適用するこ
とができる。

　同じように，操舵についてもバイ・ワイ
ヤの研究開発はかねてより行われてきた。
だが，なかなか実用化に持ち込まれること
はなかった。これを，量産市販車で実用化
したのが，日産のダイレクト・アダプティ
ブ・ステアリングである。
　世界初として最初にバイ・ワイヤの操
舵を量産化した背景について，プラット
フォーム・車両要素技術開発本部 シャシー
技術開発部 ステアリングシステム開発グ
ループの主担である久保川 範規は，次のよ
うに話す。
「クルマを，ドライバの意のままに走らせ
るため，従来の技術ではなかなか到達でき
ないところがありました。たとえば路面か
らの外乱による音や振動を抑え車両の直進
性を良くするためブッシュなど緩衝材を間
に挟み込むと，操舵力が重くなり，速く正確
な操舵応答ができなくなります。一方，軽
くクイックでダイレクト感がある操舵感を
得ようとすると，今度は路面からの外乱を
受けることで，直進性が乱されたり，操舵
に対するクルマの動きが敏感になりすぎた
り音振性能が悪化します。
　一方，これまでステア・バイ・ワイヤが実
用化されてこなかった背景は，それによっ
て何がよくなるのかということが明確でな

かったり，クルマの進路を決める部分です
から，誤操作が起こったりすれば危険を伴
うため，信頼性確保の面での厳しさからで
した。
　しかし日産は，クルマの運動性における
低中速での取り扱いやすさや，外乱に対す
る安定性，直進性をより高い水準で両立さ
せるため，従来と違う次元へ操縦安定性を
もっていきたいということから，積極的に
取り組んできました。また，これは将来へ
向けた自動運転にも役立つだろうという発
展性も視野に入れています」。
　実は日産は，これまで，後輪操舵の
HICAS（ハイキャス）や，4WAS（４輪アク
ティブステア）など，前後のタイヤを別々
に操舵するということを量産市販化してき
た歴史がある。そうした技術の積み重ねが，
前輪のステア・バイ・ワイヤへの取り組み
を自然な進化の流れと捉える風土となって
いたといえる。

新しいシステムを
既存の技術で

　そして，今回のシステム構成を考えたの
が，久保川であった。
「世界初の実用化を目指した全く新しいシ

VDC ECU

Steering wheel Angle Sensor

Steering Force Actuator

ECU (Steering force control)

ECU (Steering angle sub control)

Clutch

ECU (Steering angle main control)
Steering Angle Actuator

　新型の日産スカイライン（国内ではハイブリッ
ド車）に搭載されているのが，世界初の量産市
販ステア・バイ・ワイヤの，ダイレクト・アダプティ
ブ・ステアリングである。通常，ステアリングホイー
ルと前輪は，ステアリングリンケージで直結して
いるが，これは，ステアリングホイールと前輪と
が直接はつながっておらず，転舵は信号に変換さ
れ，アクチュエータによってタイヤが操舵される。
また，路面からの反力も，アクチュエータによっ
てステアリングホイールを通じ，ドライバの手に
伝えられる。これによって，ドライバの意のまま
に操舵をすることができ，また，路面からの外
乱を受けずに直進性を確保することができる。ま
た，バックアップクラッチや，三つのアクチュエー
タ（モータ）が互いに補完し合うことで，万一の
際の機能支援を行い信頼性の確保も実現されて
いる。将来的に，高度な運転支援や自動運転へ
の発展性も期待される操舵システムである。

4Chapter

世界初のステアリングと前輪を切り離した操舵システム
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ステムを構成するに際して，まず考えたの
は，システムは新しくても，使う技術は既
存の物を応用しようということでした。何
より信頼性の確保が最優先ですので，シス
テムも新しい，使う部品も新しいというの
では，なかなか成立しにくくなります。
　そのうえで，ハンドルとタイヤが直結し
ていないステア・バイ・ワイヤで，手応え
となる反力をどう作り込むか。違和感が出
ないことを優先し，ギヤによる減速を持た
ないダイレクトモータ方式としました。
　前輪の転舵については，ラックを動かす
モータを2個にすることで，信頼性の確保
を行いました（図1）」
　こうした基本構成を考えたのち，信頼性
や，故障に対する対処など含め，検証しな
がら約1年かけて全体構成をまとめ上げて
いった。
「あの1年間は，技術者としてとても楽し
く充実した時間でした。上司と夜中まで議
論したこともありましたが，それも，これま
で世の中にない物を出すためのブラッシュ
アップの作業であり，よりよいものにして
いくという喜びがありました」と久保川は
笑う。
　そして，いよいよ一つひとつのものづく
りが始まっていった。
　まず，転舵を行う2個のモータをラック
にどう配置し，組み込んでいくか。プラッ
トフォーム・車両要素技術開発本部 シャ
シー技術開発部 ステアリングシステム開
発グループの菅原 直人は，今回のシステム
ならではの苦労を次のように語った。
「通常の電動パワーステアリングのように
ドライバの操作力とモータ１個のアシスト
力の組み合わせで転舵するのではなく，2
個のモータで転舵するということは，二つ
のラック・アンド・ピニオンの両方にモータ
負荷が入る使い方になるわけですから，信
頼性の面からそれぞれの歯車の必要精度を
念入りに検討しました。2個のモータは同
じ出力を出す構成なので、歯の精度が十分
でないと歯面が片当たりした状態で使い続
けることになってしまいます。
　社内の設計レビューで，永年ラック・ア
ンド・ピニオンの設計に携わり知見のある
大先輩が，歯車の耐久性が心配だと指摘が

ありましたので，歯車のメカニズ
ムを再検証し，検討内容の見直し
を進めるうち，歯の弾性が誤差を
吸収できることを発見しました。
解析と実験で確かめながら，歯車
に必要な精度と量産性の両立が
できました」
　同時にまた，2個のモータの搭
載場所の選定にも苦労したと話
す。
「プラットフォームは既存のも
のがベースとなっていて，パワー
トレーンもエンジンだけでなく
ハイブリッドシステムもあって，
2個のモータ設置のための空間を
探すのが大変でした。また，2個
のモータのためのハーネスも，生
産現場で人が組立作業できるよ
うに配置にしなければならず，何
度も配置を見直しました」。
　配置については，久保川も菅原
の苦労の一端を紹介する。
「エンジンルーム内は，熱もかか

Electromagnetic
Clutch

Linear-Rotary Motion
Converting Mechanism
(Ball Cam)

Roller Clutch
図 2　万一の際は瞬時に締結されるローラクラッチ

図 3　セーフティコンセプト

図 1　ラック・アンド・ピニオンを左右 2 個のモータで駆動する前
輪操舵
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操舵をステアリングと切り離したとき，何ができるか
―日産自動車（株）―

わるので，隙間があってもそこには置けな
いといったことが起こり，だいぶ苦労した
ようです」。

万が一に備える
ステアリングシャフトクラッチ

　次に，万一の際のバックアップのための，
クラッチ開発について，プラットフォー
ム・車両要素技術開発本部シャシー技術開
発部 ステアリングシステム開発グループ
の楢崎 拓也が苦心の様子を説明する。実
は，バイ・ワイヤといっても全くステアリ
ングシャフトが無いわけではない。万一に
備えてステアリングシャフトがあり，それ
を通常はクラッチで切り離し，バイ・ワイ
ヤ化しているのである。
「どのようなクラッチを使うかは，ステア
リング軸に求められるトルク容量，応答性，
信頼性，レイアウト性を考慮し選定されま
した。菅原の場合と同じように，限られた空
間に配置できる寸法，そして，万一の際に

滑らず瞬時に締結できることが必要になり
ます。そこで選ばれたのが，ローラクラッ
チです（図2）」。
　久保川が補足するところによると，
「正常に電気が流れてステア・バイ・ワイ
ヤが機能しているときには解放されていて，
電気が途絶えると，バネの力でクラッチが
締結し，素早くステアリングシャフトがつ
ながって，操舵ができるようにする仕組み
です（図3）」と解説する。
　当然ながら，配置についても苦労があっ
た。
「ローラクラッチの前後に，それぞれ二つ
ずつのユニバーサルジョイントを持つシャ
フトがあり，これを通常のダッシュパネル
でステアリングシャフトが通る穴に合わせ
ていかなければなりません。室内側ではブ
レーキペダルとの干渉を避け，エンジン
ルーム側では熱の影響を考慮しつつエンジ
ンの排気管と干渉しない隙間をうまく通す
必要があります。ユニバーサルジョイント
は使用する角度に制約があるので，どのよ

久保川 範規 Noriki KUBOKAWA

日産自動車株式会社
プラットフォーム・車両要素技術開発本部
シャシー技術開発部
ステアリングシステム開発グループ
主担

「ステア・バイ・ワイヤを世界で最初
に出したいという思いを糧に開発を
続けてきましたが，その結果，技術
開発賞を戴けるとは思っていなかった
ので，嬉しく思っています。この開発
には開発部署のほかに，マーケティ
ングや工場など様々な人たちに協力
をしてもらっており，すべての関係者
の助けに感謝しています」

菅原 直人 Naoto SUGAWARA

日産自動車株式会社
プラットフォーム・車両要素技術開発本部
シャシー技術開発部
ステアリングシステム開発グループ

「次の開発がすぐ始まるなか，仕事で
褒めてもらえるのは『よくやった』と
いう上司の言葉くらいと感じていまし
たが，自動車技術会という第三者の
目で褒めてもらえることをやったのだ
と，この受賞で実感することができ
ました」

蔡 佑文 Yuwun CHAI

日産自動車株式会社
プラットフォーム・車両要素技術開発本部
シャシー技術開発部
ステアリングシステム開発グループ

「私は，代表として賞を戴きましたが，
この技術への受賞が，DAS の製品
化に携わってきたメンバたち一同誇
りとなり，挑戦し続けようという意欲
につながっていけば嬉しいと思います。
開発中は出張などで留守がちでした
が，家族や両親にも賞を報告するこ
とができ，よかったです」

楢崎 拓也 Takuya NARASAKI

日産自動車株式会社
プラットフォーム・車両要素技術開発本部
シャシー技術開発部
ステアリングシステム開発グループ

「この開発を支えてくれた人たちの代
表として今回はこのような賞を頂くこ
とができ，大変光栄に思います。立
ち上がり前は，帰宅が遅かったり出
張も多く厳しい時期もあり，家族や
友人にも心配を掛けましたが，受賞
によって，やっていたことを理解して
もらえ，また喜んでもらうことができ
てよかったです」

中山 大 Dai NAKAYAMA

日産自動車株式会社
実験技術開発本部
車両実験部
車両運動性能実験グループ

「会社でやっている仕事はなかなか
家族に理解してもらいにくいのです
が，社外からこのような賞を戴き，
家族にも知ってもらうきっかけにな
りました。賞を戴く機会はあまりあ
りませんので，この開発にかかわる
ことができ嬉しく思っています。開
発にかかわった多くのメンバを代表
して受賞させて頂き光栄です」
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うにレイアウトするか各項目を検証するた
め，モックアップを作り，実地に調べてい
きました（図4）」。
　三つのモータや，バックアップ用クラッ
チなど，部品点数が増えた機構であること
による配置に，菅原や楢崎の苦心があった

（図 5）。

いかに正確に自然にハンドルを切れるか
まだ売り物にならない

　
　そして，商品にするために不可欠な性能
の作り込みがある。重要な要素は二つあっ
たと，プラットフォーム・車両要素技術開
発本部 シャシー技術開発部 ステアリング

システム開発グループの蔡 佑文は話す。
「転舵と，反力制御です。
　まず転舵は，ラックと繋がっている二つ
のモータを使い，タイヤを左右へ動かしま
すが，ドライバがハンドルを切ったという
入力に応じて，タイヤ角度をどうするかを
決め，そしてモータをどう動かすか。その
際，違和感が出ないようにしなければなり
ません。ここでは，日産には過去にHICAS
や4WASで，モータを使って転舵する経験
があるため，タイヤ角の位置決めにその制
御を応用しました。そうした永年の技術の
つながりが助けになりました。こうしたこ
とに，2〜3年かかりました。
　次は，もっと大変な反力制御です。普通
は，当然のようにタイヤから伝わってくる
反力が，ステア・バイ・ワイヤではないの
ですから，すべてゼロから作っていかなけ
ればなりません。テクニカルセンター構内
の道を走りながら，まず，通常のステアリ
ング反力の出方、主要特性や人間の感じ方
等から学び始め，それを再現できるように
することから手を付けました。
　そのうえで，ステア・バイ・ワイヤらし
さ，すなわちバイ・ワイヤにする利点を生
み出していかなければなりません。それに，
6〜7年の歳月がかかっています」。
　ステア・バイ・ワイヤによってハンドル
の切れがよく，同時にまた，直進する際に
はドライバが無意識に修正を行わなくても
真っ直ぐクルマを走らせられるようになれ
ば，運転をより楽にすることができる。バ
イ・ワイヤの利点を生み出せる。
　先行開発から量産車へ適応するための開
発段階となって，これならよいのではない
かという水準に思えたところで，車両実験
部からダメ出しがなされた。その様子を，実
験技術開発本部 車両実験部 車両運動性能
実験グループの中山 大が語る。
「先行開発の段階から量産へ移るところで，
壁がありました。我々量産車を仕上げる目
で確認すると，強い言い方になってしまい
ますが……。まだ，売り物にはならない，と。
　たとえていうなら，テレビゲームのよう
な感覚でした。それもずいぶん昔のゲーム
の時代の水準です。操舵はできていたので
すが，やはり反力にかかわる感触が不自然図 5　ステアリングフォース ECU ユニットは操舵と反力を制御し，3 セットがそれぞれを監視しあっている

図 4　ローラクラッチの戦後に二つずつのユニバーサルジョイントを持つ
ステアリングシャフトのレイアウト
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でした。したがって，タイヤがどう動いて
いるのかドライバが感じとれない」。
　計測データを基に，項目毎に微調整が繰
り返され，設計と実験との間で行き来が行
われた。蔡は，マレーシア生まれで，日本
に来て初めて雪を見たというのだが，
「たとえば，雪道のように滑りやすい路面
で，タイヤが滑りながらドライバがそこを
感じる部分の作り込みが肝心でした。
　制御定数チューニングの難しいところは，
テストドライバの話す言葉を解釈し，その
感覚をデータに落とし込むことです。中山
と二人，二人三脚で開発し，私もそこで鍛
えられました」。
　こうして，10年の歳月を経たダイレク
ト・アダプティブ・ステアリングは，2014
年2月に発売された新型スカイラインに搭
載され，市販に移された。

何が何でも
一番で出したい

　システム設計の取りまとめ役を務め，ま
た信頼性の確保にもかかわった久保川は，

「ステア・バイ・ワイヤを，何が何でも一
番に出したいという思いで開発を続けてき
たので，やっと世に出すことができたとい
う達成感を覚えました。開発にかかわって
きた仲間と，携わってくださった人たちに
感謝しています」と，感慨深げである。
　蔡は，
「入社してから10年間この開発一筋で
やってきました。日本に永住して14年で
す。初めは何も知らずに素人同然でやって
きました，たくさんの困難がありました。
一時は気持ちが折れそうにもなりましたが，
日本人は誰も止めると言わない。諦めない。
みんながやるなら，やり遂げなければとい
う思いになりました。これはまさに，メイ
ド・イン・ジャパン・テクノロジーだと思っ
ています」と，開発陣の不屈の精神に感嘆
する。
　菅原は，
「設計部署は，開発の中心に位置づけられ
ていますが，この開発はみんなの助けがな
ければできないものでした。生産段階の組
み付けに関しても，工場の協力があって
やっとできたのです。幾つものハードルを

越えたことで，この先は怖いものはないと
自分にとって大きな自信にもなりました」。
　楢崎は，
「課題の解決には，グループのメンバと各
部署，サプライヤさんの協力があって乗り
切ることができました。様々な課題をクリ
アし，よく生産が立ち上がったという思い
でもあります。支えてくれた人たちがいた
おかげだと感謝しています」。
　中山は，
「内製にこだわった制御であったり，設計
の人も実車に乗って理解を深めていったり，
みんなでいろいろなことを共有しながら，
チーム一丸となって成功に結び付けること
ができたのだと思っています。発売前，ア
メリカで一般の方に試乗をしてもらった際，
試乗後に『ワォッ』と言って，笑顔がこぼ
れたとき，そこまで出来上がったのだと嬉
しかったです」。
　世界初，一番に世に出したいという思い
が結実した瞬間であったといえるだろう。
「この喜びは言葉に表せない」という蔡の
一言が，開発者，関係者全員の思いを代表
していた。
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カルソニックカンセイ（株）╱日産自動車（株）

3ミリを1ミリにした
上質感の挑戦

5Chapter

Development of Ultra-thin Injection Molding Skin for Instrument Panel

超薄肉射出成形インストルメントパネル表皮技術の開発

日産の「人を科学する」活動は，たとえば人が触るものを，硬軟感／乾湿感／粗滑感／温冷感にわけて定量化し，
これに人の感触を関係付けることである。それを応用したのが自動車の内装などだ。

次に日産とカルソニックカンセイが挑戦したのは，その高級感をより小さな車でも実現すること，
そして世界で同時に展開できる技術であった。その実現に向け，両社は人材の交流から始めることになった。

写真：桜井 健雄
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3ミリを 1ミリにした上質感の挑戦
―カルソニックカンセイ（株）╱日産自動車（株）―

人を科学する
定量化から生まれた上質

　車内で長い時間目にする，あるいは視野
に入ってくるものとして，インストルメン
トパネルがある。改めてじっくりそれを見
ることは多くないかもしれないが，そのデ
ザインや色，そして品質は，車内の雰囲気
を大きく印象付ける重要な要素である。
　上級車種では，パネルの材質に本革が使
われたり，合成皮革が使われたりするが，一
般的には樹脂で成形され，革の表面を模し
たシボ（皺）で質感を高めた室内装飾部で
あることが多い。そして近年は，比較的低
価格の車種においても上質さが求められる
ようになってきた。一方，同時に，車両価
格の上乗せは抑えたいというのが，自動車
メーカにとっても消費者にとっても本音で
あろう。
　今回，カルソニックカンセイと日産自動
車が共同で開発・量産化を果たした超薄肉
射出成形インストルメントパネルは，樹脂
製品の製造で汎用的な製法である射出成形
を用いながら，従来に比べ大幅に肉厚を薄
く，1ミリにまで薄くしながら，手触りのよ
い上質な製品に，しかも大きなパネルを一
枚で仕上げることができる技術である。
　そもそもこの開発を手掛けるきっかけは
何であったのか，開発当時は先行開発の成
果を量産へ適応する生産技術の担当であっ
た，日産自動車　現追浜工場 工務部 第一
技術課の石井 郁は，次のように語る。
「日産社内では，人を科学するという開発
があり，それを引き継ぐかたちで今回の超
薄肉の射出成形によるインストルメントパ
ネル製造の開発につながっています。日産
としては，ミドルクラスのシルフィに，手触
りが柔らかく，高級感のあるソフトインパ
ネを採用したいというのがきっかけです」。
　人を科学するとは――感触といえば従来
は官能評価されてきたが，物性を，硬軟感／
乾湿感／粗滑感／温冷感にわけて定量化し，
これに人の感触を関係付けることを日産が
始めたことに由来する。結果，ドイツの高
級車よりいいという顧客からの評価を得た
上質な内装を実現し，2011年に第60回技術

開発賞を日産は受賞したのであった。
　そして今回は，樹脂製品の製造では汎用
技術となる射出成形工法を用いて，手触り
の良い，柔らかいインストルメントパネル
を生産することに挑戦したのであった。

どの工場にもある
射出成形機で

　日産で先行開発を行ったあと，量産化の
ためカルソニックカンセイへ出向し，現在
はInfiniti製品開発本部 Infiniti製品開発部 
内外装計画・設計グループのアシスタント
マネージャーである寿原 雅也は，今回の経
緯を次のように説明する。
「パウダースラッシュや，真空成形といっ
た樹脂表皮の成形方法は，成形機が限られ
た工場にしかありません。一方，インスト
ルメントパネルの芯材は必ず射出成形で作

るので，どこの工場にも設備があり，同じ
方法で表皮も製造できれば，今後市場拡大
が見込まれる国々でも生産することができ
るようになります。当然，新たな投資も抑
えられるので，コストを下げることにもつ
ながります」。
　ここで，樹脂の成形方法について，石井
に概要を教えてもらおう。
「従来の表皮は、パウダースラッシュとい
う工法を用いて生産を行っていました。パ
ウダースラッシュの金型は，凹型をしたメ
ス型のみで，この金型を加熱したあと樹脂
素材を入れ，回転させながらその遠心力で
型に流し込み，成形します。その後，金型
を冷やして，人が製品を凹型から外します。
製造時間においては，6〜7分を要します。
　この工法に対し射出成形は，金型に凸型
をしたオス型と，凹型をしたメス型があり，
その隙間に樹脂を流し込んで，固まった樹

5Chapter

　クルマの上質さに対する要求は，軽自動車にまで及ぶ時代となっている。また，世界を通じ
たクルマの販売により，国境を超えた競争の中で上質さとコストの競争は日増しに増している。
そうしたなか，ミドルクラス（日産車ではシルフィなど）に上級車並みの商品性を備えた表皮・
発泡層付インストルメントパネルを拡大提供していくことが求められた。これまで，パウダース
ラッシュ工法という特別な設備を用いて製造されてきた上質なパネルを，いわゆるプラスチック
製品の製造で汎用的に使われている射出成型機で実現するため，今回の挑戦が行われた。従
来は 3 ミリの厚さが一般的であった大型射出成型において、1ミリの厚さにまで薄肉化し，しか
も，インストルメントパネルという大きな樹脂製品を一枚で作り上げることを実現したのである。
材料も新しく，製法にも従来と違った工夫を持ち込み，日産とカルソニックカンセイの共同開
発によって達成した。

汎用製法で，より上質なインストルメントパネルを
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脂製品は汎用ロボットで引き剥がします。
そのすべての工程に人は必要なく，また製
造時間は1分と短く生産性も高いのです」。
　とはいえ，射出成形では，厚みがあった
り，硬かったりする樹脂製品はすでに製
造経験があるが，従来は3ミリあったとい
う肉厚を1ミリにまで薄くした射出成形で，
しかも表皮にシボを入れた上質な製品はか
つて例がない（図1，2）。
　それを実現するための，材料，金型，製
品化の各項目について，順を追ってみる。
　材料の開発を担ったのは，車両生産技術本
部 塗装樹脂技術部 樹脂技術課の徳毛一晃
である。
「触感の柔らかさと薄肉という製品の要求
性能をいかに材料に落とし込んでいくか。
そこを材料メーカと工夫していきました。
まず材料の目標値を設定し，次に材料設計
を行います。材料設計とは，素材の選定と
組み合わせをどうするかということです。
　柔らかな感触を手に入れるには，金型に
流れ込みやすいサラサラとした樹脂がいい
のではないかと，40種類ほどの試作を行
い，実際に金型に流し込んで検証していき
ました。その際，感触／流動性／引っ張りに
強いという三つの要件をすべて満たす素材
の配合を見つけ出すのに苦労しました。何
かがよいと，一方がダメというようなこと
が起こりますので。
　材料としては，基本となるのがポリプロ
ピレン（PP）で，そこはほかの樹脂製品と
大きな違いはありません。ただ，一般的には
このPPが中心になるのですが，今回は，流
動性や感触の柔らかさを実現するため，PP

図 1　射出成形で 3 ミリから 1 ミリに薄くし，上質感を向上させた 図 2　表面にはメス型に処理されたシボが転写された

図 3　資料を基に材料の構成を説明する寿原氏
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の割合は2割程度に抑え，ほかにオイル，ゴ
ムを配合した材料になっています（図3）。
　PPは流れやすさと形を作ること，オイル
は流れやすさと柔らかくすること，ゴムは
柔らかさのために選んだ素材です。それか
ら，この配合の材料を製造する工程を作る
にも一苦労ありました」。

メス型に製品を残し
シボを転写する

　金型の開発を担当したのは，石井である。
「凸型（オス）と凹型（メス）の金型の隙間
がわずか1ミリというところに樹脂の材料
を流し込み，そのうえ，外観品質，表皮へ
のシボの転写性を確保し，金型から引き抜
く際に傷をつけたりしないようにする，そ
うした幾つもの新たな課題がありました。
　射出成形ではこれまで，成形後に樹脂が
縮むため，オス型の方に製品を残し，これ
を引き出す手順でしたが，今回は，メス型
の方に出来上がった製品を残して引っ張り
出すやり方へ変更しました。これによって，
一部厚みのある製品を傷つけたりせずに

引っ張り出すことができるうえ，シボの転
写性もよく，シボの変形もさせずに，超薄
肉の製品を金型からきれいに取り出すこと
ができるようになりました（図4）」。
　寿原が，石井の説明を補う。
「メス型の方に製品を残す手法は，パウ
ダースラッシュではシボの転写を重視する
ので行われていましたが，射出成形ではか
つてなかった考え方です」。
　なおかつ，石井は，
「そもそも1ミリの厚さのものをインスト
ルメントパネルという大きな部品にもかか
わらず，一枚に仕上げることさえ難しいこ
とだ」と言う。
　寿原も，「3ミリの厚さがあれば一枚もの
はできるでしょうし，樹脂の注入口を10箇
所設けたりすれば可能でしょうが，注入口
をインストルメントパネルの外周部分にし
か設けられない点でも，難しさはありまし
た」と話す。
　寿原は，まず先行開発の段階でどのよう
な製品にするか設計したのち，量産化へ向
けた工法などの検討を行いながら，部品と
して必要な性能の見極めを行っていった。

「内装部品は，けっこう過酷な使用条件に
さらされます。たとえば，窓を閉め切った熱
帯地域で室内の温度が120℃の高温になっ
ても変形しないとか，逆に−40℃といった
低温でも割れない粘りがあるかなどが求め
られるのです。

中村 哲男 Tetsuo NAKAMURA

カルソニックカンセイ株式会社
CPM・内装事業本部
内装生産技術グループ　主担

「受賞が決まったと聞いて，驚い
たというのが正直な感想です。中
国，タイ，メキシコのみんなと一緒
にやってきたことが受賞につながり，
上司や役員含めみな喜んでおり，感
謝しています。受賞したことで，そ
の後の周囲の様子が変わり，講演依
頼などの声がかかり驚きました」

小野田 剛 Takeshi ONODA

カルソニックカンセイ株式会社
CPM・内装事業本部
内装プロジェクト開発グループ

「この技術には，世界の方々の協力
があり，得られた賞だと改めて思い
ました。また，この技術開発に当初
より関われたことを大変光栄に感じ
ています」

寿原 雅也 Masaya SUHARA

日産自動車株式会社
Infiniti製品開発本部
Infiniti製品開発部
内外装計画・設計グループ
アシスタントマネージャー

「ここに上がった 5 人の名前だけでな
く，みんなのおかげで受賞できた大
きな賞だと強く思っています。2007
年から 5 年間，一生懸命に取り組ん
でやってきた成果が評価されての賞
ということだと思うので，嬉しいです」

徳毛 一晃 Kazuaki TOKUMO

日産自動車株式会社
車両生産技術本部
塗装樹脂技術部
樹脂技術課

「我々は材料を製造しているわけで
はないので、材料はサプライヤの協
力があってできたことと考えます。
協力してくださった方たちに感謝し
ています」

石井 郁 Kaoru ISHII

日産自動車株式会社
追浜工場
工務部
第一技術課

「人生のなかでこれほどの賞をもらえ
ることはないので，嬉しいです。イン
ターネットで検索すると自分の名前が
出てくるのが誇らしいです」



30

5Chapter

　さらに，インストルメントパネルでは，
エアバッグの展開性も重要課題です。高温
にさらされると，インストルメントパネル
自体が膨らんでしまうことでエアバッグが
表へ展開しなかったり，低温で硬くなって，
エアバッグが展開した際に樹脂が割れて破
片が顔に飛ぶようなことがあったりしては
なりません」。
　クルマの部品は，内装においても安全性
と深いかかわりを持っている。
　量産化のためカルソニックカンセイへ出
向したことを含め，寿原について，徳毛は，
次のような印象を持ったという。
「材料，計測，生産，購買，デザインなど，
かかわる各部署とやり取りをしながら新し
いことを成し遂げるには，乗り越えなけれ
ばならないことが相互の部署間の関係のな
かにもあって，寿原はコーディネータ役と
なっていました」。

作ったから後はよろしく
というのは止めた

　寿原というコーディネータ役の存在のほ
か，新しい開発に挑戦するうえで，要とな
る開発手法があった。それは，大部屋性で
ある。
「当時の内装開発のエキスパートリーダ
だった方が，日産の内部の空洞化を懸念さ
れており、サプライヤさんと共同で開発に
着手した。試作部署に大部屋を作ることを
役員に提案し，説得されたのです。ここに，
材料，成形，生産など各部署の担当が集ま
り，またカルソニックカンセイにも来ても
らって，課題をその場で議論し，また成形
機を傍において物を作って検証するという
ことを始めたのです」と，寿原は開発当初
を思い起こす。
　カルソニックカンセイのCPM・内装事業

本部 内装生産技術グループで主担の中村 
哲男も，
「大部屋があることで，何か事が起これば
すぐに連携し，決断し，先へ進めることが
できました。また何かあれば，寿原が日産
から出向して傍にいるので，相談すること
ができました」と，話す。
　寿原は，「開発したから後はやってねとい
うのでは，受け取った側は，本当にどこまで
出来上がっているのかという不信感がおこ
ります。自分も出向してみて，後はやって
では嫌な感じがするものだと気づきました。
疑問には丁寧に説明し，こうすればできる
はずと提示して互いに理解し合えることが，
わだかまりを消していきます」と，自らの
経験を踏まえて言うのである。
　中村は，当初の様子を振り返りながら，
「厚さ1ミリの射出成形と聞いて，最初は
とても信じられませんでした。カルソニッ
クカンセイの技術員も，エ〜ッと最初は引

図 4　メス型に製品を残す方法を採った。このため薄型の製品を金型からきれいに外すことができた
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いていたくらいです。しかし，試作品を見
るとできているので，何かあるだろうとみ
んなで考え，不具合を一つひとつ乗り越え
ていくことによって，力もついていったし，
気持ちも固まっていきました。ある日気付
けば，それまでやってきた仕事と同じよう
にこなせている。これ以降は，何があって
も，超薄肉射出成形を実現したことを思い
出せば大丈夫と，みんなが考えるようにな
り，いい経験をさせてもらったと思ってい
ます」。
　技術開発はもちろん，仕事の進め方が，難
関突破の鍵を握っていた。やはり互いの気
持ちが通じ合う機会が必要なのである。

生産は世界展開を
前提としていた

　この生産は実は日本では行われず，中国
にはじまり，タイとメキシコの三つの拠点

でほぼ同時に生産が開始されている。
　中村は，
「通常，新技術は日本から立ち上げるが，
この生産が日本では行われないことは決
まっており，量産準備段階で生産性の検証
や判断など従来は日本でやっていたことを
中国で一緒にやってきた。駐在している技
術員と，中国人技術員と，そして日本の技
術員が協力し生産を立ち上げた。同時進行
のタイ，メキシコから技術員が中国へ行っ
て確認し，技術を持ち帰り、拠点で展開を
広げました」。
　いまでは，当初不可能に思えた超薄肉射
出成形が，「世界に展開し，誰もが当たり
前のように生産するまでになりました」と，
中村は感慨深げである。
　寿原も，「みんなで力を合わせて作り上げ
た達成感が強くあります。年間50万台にも
なる生産のなかで，不具合もクレームも出
ていないのも凄い」と，感嘆する。

　改めて開発当時を振り返り，石井は，「当
たり前のことを，当たり前だと思わず，こ
れからも新しい技術を探していきたいです
ね。この開発で，発想の転換や，視点の変
え方を身に着けることができました」と語
る。
　徳毛も，「世に出た嬉しさはありました
が，一方で新しい取り組みでしたから不具
合が出ないかビクビクしていました。しか
し2年半が過ぎ，クレームもなく，いまで
はいい経験をしたと思っています。今後ま
た新しいものを作るときには，この経験を
活かし，品質の高い価値あるものを生み出
したいと思っています」と，抱負を述べる。
　この製法が実現したことにより，これま
でパウダースラッシュ工法では，ボイラな
どの大きな熱源が必要であったのに対して，
それらを省くことで，60％のCO2削減にも
貢献したのであった。
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突き抜ける世界一の
燃費性能のために

6Chapter

Development of a New Two-motor Hybrid System 
which provides Powerful and Smooth Acceleration along 
with Outstanding Fuel Efficiency

優れた燃費性能と力強く滑らかな加速を両立した
新2モータハイブリッドシステムの開発

ホンダは1モータをエンジンのアシストに使うシンプルで低コストのハイブリッドを展開してきた。
が，世界では認知度に後れをとっていた。

さらに効率のよいシステムを研究するうちに，技術的にも効率的にも世界一を目指すことを決定した。
他社と違うシステムで目標を達成しようとするホンダの哲学はここにも発揮される。

写真：桜井 健雄
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1，2，3個のモータで展開する
ホンダハイブリッド

　ホンダは，1999年にハイブリッド専用
車の初代インサイトで，1モータのハイ
ブリッドシステムIMA（Intelligent Motor 
Assist）を市場導入した。そして，シビッ
クやアコードなどへの車種展開を行ってき
た。
　次に，ホンダが新たなハイブリッドシス
テムを発表したのは 2012 年 11 月のことで，
ここにおいて，1 モータ，2 モータ，3 モー
タという 3 種類のハイブリッドシステムを
一気に公開した。この中で今回技術開発
賞を受賞したのは，2 モータ式の i‐MMD

（Intelligent Multi Mode Drive）である。
　本田技術研究所 四輪R＆Dセンター 第5
技術開発室 第1ブロックの主任研究員であ
る樋口 成智は，
「初代インサイトからハイブリッドシステ
ムにかかわり，社内で2モータ式やシリー
ズハイブリッドなど，世に出なかった研究
もたくさんしてきました。IMAは，シンプ
ルなシステム構成と低コストで，より多く
の車種に搭載でき，ハイブリッドの普及に
貢献しましたが，環境問題がより深刻にな
り，さらに効率の良いシステムが求められ
るようになりました。
　今回は，技術的，性能的にも“突き抜け
る”，世界一のシステムとしました」と，語
る。
　開発責任者である本田技術研究所 四輪
R＆Dセンター 第5技術開発室 第1ブロッ
ク 主任研究員 島田 裕央は，2012年の技術
発表のおり，次のようにホンダの新しいハ
イブリッドシステムを形容した。
「環境と同時に，FUNも進化させる，ホ
ンダのアース・ドリーム・テクノロジーで
す」と。

2モータと組み合わせる
シリーズハイブリッドが基本

　i‐MMDは，排気量2L直列4気筒のDOHC 
i‐VTECガソリンエンジンと，二つのモー
タを組み合わせ，シリーズハイブリッドを

基本とするところに特徴がある。
　ハイブリッドシステムは基本的に2種類
あり，シリーズ式はエンジンで発電を行い
ながらモータ駆動で走行する方式である。
一方パラレル式は，エンジンとモータの双
方を駆動に使い，発進時や強い加速時に
モータでアシストする方式。ホンダがこれ
まで採用してきたIMAは，こちらになる。
　本田技術研究所 四輪R＆Dセンター 第
1技術開発室 第2ブロック 主任研究員の 
仁木学は，シリーズハイブリッドを基とす
るi‐MMDに至った経緯として，次のよう
に語った。
「世界一を目指す，を合言葉に，エンジン
とモータの良い点と悪い点を解析し，さら
に，エンジンやモータ，そして機械系など関
係部品の将来的な進化も視野に入れながら，

最適なシステムを検討してきました。そし
て，電気的な部分と機械的な部分それぞれ
の得意な箇所を使い分けて走る，今回のシ
ステムを構成し，将来的にも燃費と走りで
勝てるようにしたのです」。
　i‐MMDは，EVドライブ／ハイブリッ
ドドライブ／エンジンドライブの，三つの
モードを持つ。
　駆動されるタイヤは通常は駆動用モータ
と直結で，エンジンドライブのときのみ多
板クラッチを使ってエンジン直結にする。
「ほかの自動車メーカも，シリーズハイブ
リッドの研究をやっていると思います。し
かし，従来のシリーズハイブリッドでは，
モータや発電機，インバータ系の効率が仮
にそれぞれ90％以上と高効率であったと
しても，発電した電気をいちいちバッテリ

　ホンダは，1999 年にハイブリッド車の販売を開始している。それは，1モータによる IMA
（Integrated Motor Assist）といい，エンジンを主体にモータが補助する方式であった。一方，
今回の i‐MMD(Intelligent Multi Mode Drive) は，モータ主体の駆動方式を持つシリーズハイ
ブリッドを基本にするという，発想の大転換が行われた。狙いは，世界一の燃費性能を実現し
ながら，滑らかで力強い加速を両立することにあった。シリーズハイブリッドとは，モータ駆動
により走行し，エンジンは発電機の動力に徹するのが基本だが，i‐MMD は，エンジンも効率
がもっとも良い状況での高速運転では駆動に使われる。そこに独創性がある。i‐MMD は，バッ
テリの電気のみで走行する EVドライブ／エンジンで発電しながら走るハイブリッドドライブ／エ
ンジンで走行するエンジンドライブの三つのモードを持つ。

（株）本田技術研究所

6Chapter

モータ主体の駆動という発想の転換
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に充電し，その電気で駆動していたのでは，
電気の出し入れのところで効率が落ちてし
まいます。i‐MMDは，ハイブリッド走行
時，エンジンで発電した電気はそのままタ
イヤを駆動し，不足する電力をバッテリか
ら補う考え方なので，総合効率が高い。ま
た，エンジン駆動の際も，エンジン車におい

てトップギヤで走行するようなエンジン回
転領域を使うので，燃費がいいのです（図
1）」。
　世界一の効率を追求したi‐MMDの利点
を，仁木はこう解説する。とはいえ，ハイ
ブリッド制御には苦労したと，仁木は続け
る。

「もともと私はエンジン屋で，制御はエン
ジン軸トルクをどうするか，でよかったの
ですが，i‐MMDでは，タイヤにどう動力
が届くかまで制御することになり，そこが
非常に難しかったです。
　つまり，エンジンで発電しながら走るシ
リーズハイブリッド走行となると，運転者
の要求出力に対して，どれくらいエンジン
が発電しなければならないかが分かりにく
いのです。というのは，急加速などでエン
ジンによる発電が追い付かないような際に
は，バッテリから電力を補うので，発電し
た電気とバッテリが補う電気との兼ね合い
が生じます。その際，エンジンは最も効率
のよい回転領域で運転しなければ燃費が悪
化してしまいますから，要求される発電量
と，バッテリの蓄電容量と，エンジンの回
転領域と，制御すべき要素が複雑に絡み合
うわけです」。
　そして，もう一つ苦労があったという。
「基本的に発進はEVドライブですから，そ
の後にエンジン始動する場面が来ます。こ
のとき，モータによる走行のみとなるEVド
ライブでは静かだったところにエンジンが
ブンッと突然かかったのでは，振動・騒音
の面で商品性が落ちてしまいます。エンジ
ンが最も効率良いのは毎分2500回転あた
りですが，少なくとも1500〜2000回転でエ
ンジンを始動したいところです。それでも，
エンジンがいきなりその回転数で始動すれ
ば，振動・騒音が起こります。
　そこで，電動VTC（Valve Timing Control）
を装備し，エンジンの圧縮行程で振動が出
やすいので一時的に圧を抜いて滑らかに回
します。さらにバッテリの電力を用いて走
行用モータで，駆動力を出しながら燃焼を
開始し，エンジン回転を上げつつ，発電電
力を徐々に増やすことにより，エンジンが
かかることによる振動・騒音が突然大きく
出ないように工夫しました」。
　シリーズハイブリッドシステムの根幹と
なるモータが組み込まれたトランスミッ
ションを担当したのは，本田技術研究所 
四輪R＆Dセンター 第4技術開発室 第3ブ
ロック主任研究員の田中 正志である。
「以前のIMAでは，モータをエンジンとト
ランスミッションの間に挟みこむ構造でし

図 1　燃費と加速性能の向上
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図 2　トランスミッションケースに収められた二つのモータ
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た。i‐MMDは，小型化のためにトランス
ミッションケースに二つのモータが組み込
まれる構造（図2）としましたが，そこの
冷却をどうするかに苦労しました。
最終的にトランスミッションの機械的な部
分の潤滑，冷却に使用していたオイルを
モータ冷却にも使う油冷式を採用しまし
た」。
　冷却方式は決まったとはいえ，従来のト
ランスミッションと比較して冷却性能を格
段に高めるため，効率的なモータの冷やし
方や熱交換の手法を導入する必要があった。
田中は，
「EVドライブをさせるため，i‐MMDで
使うモータと発電機は，出力が大きいんで
す。それによって発熱が大きくなり，冷却
をしっかりやらなければならない。そこを
理解してもらうのが大変でした」と振り返
る。
　それに対して，仁木は，
「世界最高効率を目指したシステムですか

ら効率がいいはず，だから発熱も少ないは
ずだという発想から，なぜ冷却がそんなに
大変なのかと思う一面がありました」と，当
時を振り返って笑う。
　こうした多くの新たな課題を解決するた
め，開発統責任者である島田の下に，各部
署の担当が集まって協議するといったこと
が繰り返された。
「複合的な機構を持つハイブリッドシステ
ムでは，既存の開発の仕方では前へ進まな
いので，専用の部屋を設け，そこに各部署
から人が集まりながら話し合う必要があり
ました」と，仁木は言う。

初もの尽くしで
手探りの開発

　初ものという点では，電動パワープラン
ト系の全般を見る本田技術研究所 四輪R
＆Dセンター 第5技術開発室 第2ブロック
の細田 正晴主任研究員も，大胆な決断が迫

られるということがあった。
「リチウムイオンバッテリのサイズは室内
の広さや，重量，コストなど，あらゆるとこ
ろに影響を及ぼす要素であるため，先行開
発から量産開発に入る間の比較的早い時期

島田 裕央 Hiroo SHIMADA

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1ブロック
主任研究員

「栄誉ある技術開発賞，ありがとうござ
います。 開発や製造にかかわったメン
バー全員に感謝いたします。このシス
テムは当初より高い目標を掲げ，妥協
することなく開発してきました。 そのこと
が自分たちを支え，思い通りにいかない
チャレンジだらけだった時期を乗り越えさ
せてくれ，目標達成につながったのだと
思います。今回の受賞は，技術的成果
とともに開発へのチャレンジマインドも評
価されたと理解し，とても嬉しく，誇らしく
思います」

樋口 成智 Naritomo HIGUCHI

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1ブロック
主任研究員

「どのような仕事をしているのかと聞
かれ，ハイブリッドだと答えると，ホ
ンダでもハイブリッド車をやっている
んですねと言われてしまうことがあり
ましたが，性能と技術で妥協のない，
効率のよいシステムを世に出せたこと
を認めて戴き，受賞できたのは大変
嬉しいです。市販されなかったシステ
ムも含め，これまでホンダでハイブ
リッドの研究開発にかかわったメン
バー全員の代表として感謝致します」

仁木 学 Manabu NIKI

株式会社本田技術研究所
四輪R＆Dセンター
第1技術開発室　第2ブロック
主任研究員

「クルマが世に出て，ホンダは自ら世
界最高の効率と言ってきましたけれど
も，そこを第三者の立場で自動車技
術会から賞として評価され，開発に
かかわったみんなと喜ぶことができま
した」

田中 正志 Masashi TANAKA

株式会社本田技術研究所
四輪R＆Dセンター
第4技術開発室　第3ブロック
主任研究員

「新しい電動トランスミッションを世
の中に提示し，それを評価していた
だいたことに感謝するとともに，苦
労を伴にした開発メンバーと共に受
賞を喜びました」

細田 正晴 Masaharu HOSODA

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2ブロック
主任研究員

「先行開発から多くのメンバーがか
かわってきて，開発担当の入れ替わ
りもありましたが，そのみんながこ
の賞によって認められたことが嬉し
いです。開発にかかわったチームメ
ンバー全員で喜ぶことができ，有り
難いと思っています」
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に決める必要があります。完成車として詳
細が十分に見えていない時点で決めること
になりますが，もしバッテリ性能が足りず
後から変更することになると、システム全
体の見直しにもつながりかねないので，一
つずつ課題を抽出し確実に仕様を決定して
いきました。
　ぎりぎりの性能で量産開発をスタートし，
バッテリの開発はもちろんのこと，制御の
見直しも含め，狙い通り，要求仕様を満足
することができましたが，開発中はヒヤヒ
ヤしたことも多々ありました」。
　ほかにも，初ものとして手探りの開発が
あった。
 「パワーコントロールユニット内に昇圧器

（図 3）がありますが，これもホンダでは
これまで量産で使ったことのない部品です。
モータやインバータは，電気自動車等で開
発したことがありましたが，回路や制御，

商品性など，新たな課題が山積みといった
ところでした」。
　なかでも，信頼性の考え方の面で樋口は
苦心したと話す。
「IMAは，エンジン主体のシステムにモー
タを付加するという考え方なので，万に一
つモータ系に不具合を生じても，走行不能
とはなりません。しかし今回は，EVドライ
ブで発進し，大半の走行はモータで駆動す
るシステムですから，モータ系で何か不具
合が起こると動けなくなる。これはシステ
ムとしてはもちろん，お客様にも迷惑を掛
ける重要な課題です。
　長い歴史があり豊富な開発経験や市場実
績による裏付けがあるエンジンや，比較的
単純な仕組みである電気自動車の場合とは
違い，複数のシステムを組み合わせたハイ
ブリッド車が十分な信頼性を備えている事
を証明するためには，すべての要素につい

て理論的な裏付けが必要となります。そこ
で部品一点一点の耐久・信頼性を数値で示
すと共に，あらゆるトラブルの可能性を検
証し，過去の電気自動車の事例なども参考
にしながら比較していくという地道な作業
を通じて量産車同等以上の信頼性を持つこ
とを証明していきました」。

今までにないコンセプト商品を
どう検証するか

　世界一を目指す開発は，ほかと違うシス
テムで目標を達成しようとするホンダ伝統
の哲学に貫かれたが，苦労の連続だったと
いえる。そのうえ，外部から充電を行うプ
ラグインハイブリッドも，同じハイブリッ
ドシステムを使って構築していった。
　一例として，容量の大きくなるリチウム
イオンバッテリの搭載性に苦心があったと，

図 3　モータ ECU，昇圧器，インバータを組み込んだぱ輪ユニットコントロール

図 4　ハイブリッド用インテリジェントパワーユニット（左）とリチウムイオンバッテリが 2 階建てとなるプラグインハイブリッド用バッテリボックス（右）
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突き抜ける世界一の燃費性能のために
―（株）本田技術研究所―

樋口は説明する。
「ハイブリッド用と比較して非常に大きな
バッテリを，生産ラインで車体にいかに搭
載するか，そこが大変でした。2階建ての
バッテリ（図4）を後ろのドアの開口部から
投入し，後輪のホイールハウスをよけ，後
席のシートバックの後に載せるわけですが，
作業の際に少しでも車体が動くと当たって
しまいます。開発段階から工場や生産技術
を開発する部門と一体となって専用治具等
の検討を進め，何とか生産ラインの大幅な
改修無しに実現することができました」。
　また，外部給電機能の追加も，苦労の一
つと細田は言う。
「開発中にちょうど東日本大震災が起き，
被災地などで電気自動車やプラグインハイ
ブリッド車などから電気を供給する外部給
電機能の要求が高まり，急遽，対応するこ
とにしました。そのためには電力をどのよ
うに車から取り出しAC100Vに変換するか
が大きな課題となりましたが，ここは，汎
用製品の開発部署と協力し合いながら，外
部インバータを新規開発し，トランク内の
バッテリ下側に給電口を設けることで解決
しました」。
　PHEVの開発途中では，今までにないコ
ンセプトの商品をどうしたらお客様にとっ
て使いやすく役立つ物にできるのかを検証
するために，実証実験の話が起こってきた。
樋口は，
「一般のお客様に乗ってみて戴くことはと
ても大事ですが，なにしろ急な話でしたの
で，量産車にPHEVシステムを積み，わずか
半年で実証実験車を造り上げるといった慌
ただしさでした。それでも，新たに課題も
見えてくるなど，量産へ向けての使い勝手
向上やコンセプトの確からしさ検証の点で，
実証実験を頑張ってやったことはよかった
と思います」と，量産化に向けた取り組み
のなかで，熟成されていく様を紹介してく
れた。
　2013年6月に，アコードハイブリッドと
アコードプラグインハイブリッドが発売さ
れた。
　樋口は，「国内の新車販売ではIMAの占
める割合が4割を超えていましたが，その
割に，ハイブリッド車でホンダの認知度が

高まらず歯がゆい思いをしてきました。今
回は言い訳なく世界一の燃費性能を出すこ
とができ，エンジニアとしてよかったと
思っています」と，成果を喜ぶ。
　仁木は，「プロジェクトメンバーに厳し
い目標値を示し苦労を掛けましたけれど，
チーム一丸となって世界最高効率を達成す
ることかでき，皆と一緒に喜べてよかっ
た」と，笑顔を見せる。
　田中は，「ホンダオリジナルのハイブリッ
ド車を出すことができた喜びが非常に大き
い」と，満足気な表情だ。
　細田は，「燃費計測で，実際に30.0km/L

という大台を達成した際，“やればできるん
だ”と，若いエンジニアと喜び合えたのが
印象深い」と，永年の苦労の実現を，身を
もって実感した。
　アコードハイブリッドはJC08モードで
30.0km/L，アコードプラグインハイブリッ
ドはJC08モード複合燃費で70.4km/Lの燃
費性能を達成し，従来を大きく上回る燃費
性能と滑らかで力強い加速の両立を実現し
たのであった。

＊ なお、かねてより病気療養中であった島田 
裕央氏は、2014年12月にご逝去されました。
謹んでご冥福をお祈りします。
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日産自動車（株）

鉄は強いだけでは
ダメである

7Chapter

World First Development of 1.2GPa Ultra High Strength Steel with High Formability

世界初1.2GPa級高成形性ハイテン材の開発

自動車の軽量化に高張力鋼板が使われている。
これは通常軟鉄に近い鋼材で作られる自動車用鋼板に微量の炭素を入れ，熱処理（焼き入れ・焼き戻し）を可能にすることで強くした鋼材だ。

しかし炭素量には限界があった。鋼，つまりスプリングのような鋼材になってしまうのだ。
成形しようにも金型から外すと形が戻ってしまい，溶接するとその個所の熱処理が戻ってしまう。

その限界を超えた超高張力鋼板に成形性を持たせた鋼材を，鋼材メーカとともに，自動車メーカが完成させた。

写真：桜井 健雄
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鉄は強いだけではダメである
―日産自動車（株）―

アルミニウム，カーボンファイバに対抗する
高成形高張力鋼板

　世界的にCO2（二酸化炭素）排出量の削減
が求められるなか，パワートレインの高効
率化はもちろんのこと，車両重量の低減も，
CO2削減にかかわる燃費改善に欠かせぬ要
求項目となっている。
　世界的なプレミアムセグメントにおいて
は，アルミニウム製車体の導入が始まって
おり，電気自動車ではカーボンファイバの
採用も登場している。そうした車体軽量化
の流れのなかで，Dセグメントとされるミ
ディアム4ドアセダンにおいては，まだ材
料置換による軽量化は小範囲では採用して
いるが，従来ならではの高張力鋼板による
車体構成となっている。このセグメントに
おいては，価格競争力も重要な要素である。
また，国内のプレス産業において，設備が
整った冷間プレスを活かす道を探ることも
求められている。
　とはいえ，軽量化へのさらなる要求は，手
綱が緩められるわけではない。
　日産は，新型スカイラインにおいて，大幅
な軽量化を促進しながら，同時にまた，世
界的に要求基準の高まりを見せる安全性を
も両立させるため，かつて例のない，引っ
張り強さ1.2GPa（ギガ・パスカル）級の高
成形超ハイテン材の開発に着手した。
　ここでまず，ハイテン材とは，という説
明が必要であろう。
　ハイテンとは，高張力鋼板のことであり，
英語でHigh Tensile Strength Steel Sheets
を，日本流に縮めた業界用語である。
　一般的には，340MPa（メガ・パスカル）
以上を高張力鋼板といい（490MPa以上と
いう見方もある），それ以下は普通鋼板とい
う。また，980MPa以上になると，超高張
力鋼板という（図1）。
　そのうえで，日産が開発に着手した
1.2GPa級高成形超ハイテン材とは，どれほ
ど優れた高張力鋼板であるのか，企画・先
行技術開発本部 材料技術部 材料技術企画
グループのアシスタントマネージャーであ
る福原 恵美は，次のように説明する。
「これまでの1.2GPa級のハイテン材は，今

回開発した高延性ではなく低延性のもので，
成型が難しくないバンパレインフォースな
どでは使われた例があります。しかし，今
回の1.2GPa級高成形超ハイテン材は，鉄鋼
メーカの研究所レベルでは存在したかもし

れませんが，世の中にはまだなかった，世
界初の鋼板で，成形が車体構造の中でも難
しいとされるセンターピラーに適用するこ
とができます（図2）」。
　超高張力鋼板は，引っ張り強度が高い。そ

本開発は下記に示した特性値を満足すべく，変態誘起塑性効果を発現する残留オーステナイト，軟質
フェライト，硬質ベイナイト，マルテンサイトを最適なバランスで，かつ極限まで微細化した複合組
織を開発

図 2　成形が難しいセンターピラーの採用に成功

図 1　開発材料概要

7Chapter
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れを簡単にいえば，薄くても強い鋼板であ
る。だから，軽くなる。

炭素量を増やすと
溶接が難しい

　しかし，強いだけに，板から車体に使う
部品の形にするのが難しい。強いので，板
をプレス加工（塑性加工）しても，型の通
りに形が出来上がりにくいのである。しか
も，超高張力鋼板を利用したい箇所は，車
体の客室を衝突などの衝撃から守る部分で，
その部品はほかに比べ複雑な形状をしてい
る。それを実現するための成形性を高める
目的で，より微細化された金属組成に変え

るとともに，含まれる炭素量を増やす開発
を行うことになった。
　だがそれには，一大決心が必要であった
と，福原は振り返る。
「これまで，高張力鋼板から超高張力鋼板
に開発を進めた際も，980MPaまででとど
まってきたのには訳があるのです。炭素量
を0.1％以下に保つことを守ったためで，そ
れは溶接性にかかわります。0.1％を超えた
とたん，溶接強度に影響するからです」。
　せっかく強い鋼板を使っても，部品を組
み合わせる溶接がはがれてしまったのでは
意味をなさない。
　1.2GPa級高成形超ハイテン材の溶接の
難しさについて，車両生産技術本部 車両技

術部 車体技術管理課の吉田 健が専門家の
立場から語る。
「材料技術部からその話を聞いたときには，
『そこへ踏み込むのか！』と，正直思いま
した。それほど大変なことなのです。
　鋼板は，鉄鋼メーカで厳密に温度管理を
しながら，赤く熱した鉄の塊を圧延し，そ
の熱処理を繰り返しながら板にしていきま
す。ところが，自動車メーカで溶接する際
には，ただ鋼板を溶かして密着させ，固め
ています。そのため，溶接することによっ
て粘りが低下し，硬くなりすぎて，もろく
なってしまう。
　溶接でも温度管理を行い，粘りを損なわ
なくする方法は幾つかあります。しかし自

①ナゲット微細化

開発通電プロセス（例）

②熱影響部拡大

熱影響部

中C材料に対応した，加圧力と電流，通電時間を高度に制御する独自の溶接プロセスを確立
［強度向上メカニズム］
①ナゲット端部の結晶粒微細化による靱性向上（急冷サイクルプロセス）
②熱影響部の軟化幅の拡大によるナゲット部への応力集中を緩和（後処理とホールド時間の最適化）

図 3　スポット溶接の強度向上メカニズム

図 4　後熱処理とホールド時間の最適化により，溶接後の硬化を避けている
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鉄は強いだけではダメである
―日産自動車（株）―

動車メーカでは，既存の溶接工程でそこま
でのことをしていません。コンマ何秒で溶
接ロボットのガンに電気を流し，熱をかけ
て溶接したあと，冷却を早めないことに
よって粘りを出せることは分かっていまし
た。いわゆる焼き戻しですね。しかしなが
ら，では，何千点もあるスポット溶接の打
点でそれをやったら，製造ラインが長く延
びてしまいます。そうした時間の制約との
戦いとなるのです」。
　解決のために採った手法は，スポット溶
接の通電パターンに，溶接部を微細化する
ための急冷サイクルプロセスと，通電後の
ホールド時間を最適化するプロセスを導入
したことだ（図3，4）。ここに至るまで，材
料技術部と，鉄鋼メーカと共同で，幾つも
のテストピースを作り，試験を繰り返した。
「それだけではありません。溶接ロボット
の溶接を行う部分をガンといいますが，あ
らゆる打点について，パネルへの向きや，
打点のズレがないかにも目を配り，生産へ

福原 恵美 Emi FUKUHARA

日産自動車株式会社
企画・先行技術開発本部
材料技術部
材料技術企画グループ
アシスタントマネージャー

「開発中はガムシャラで，この開発が
世の中でどれほどのものであるか考え
られませんでしたが，技術開発賞を
受賞したことで，社内のホームページ
に出たり，新聞に出たり，写真が載っ
たりしたことで，サプライヤの方々か
らも『凄いね！』『革新技術だね！』と，
声をかけていただき，本当にやってよ
かったと。開発は大変でしたが……
思い入れのある技術が出来上がった
と思っています」

石内 健太郎 Kentarou ISHIUCHI

日産自動車株式会社
企画・先行技術開発本部
材料技術部
金属材料グループ

「材料の分野で，こういった賞を戴け
ること自体に驚いています。多くの
候補の中から，材料で大きな賞を受
賞することができ，大変うれしいで
す。新聞記事などでも，1.2GPa と
いった言葉が出てきて，けっこう目立
つことをやったのだと分かり，やって
よかったと嬉しく思っています」

岩崎 剛 Tsuyoshi IWASAKI

日産自動車株式会社
Infiniti製品開発本部
Infiniti製品開発部
車両・車体計画設計グループ
アシスタントマネージャー

「この賞については事前の知識がなく，
表彰の式典に参加して，こういう賞なの
かと事の重大さに驚きました。全国の
メーカやサプライヤの中から選ばれたの
かと，大変緊張しました。会社に戻って，
ホームページに出ても，部署内ではま
だピンと来ていない人が多いようですが，
式典に出席することで賞の重みを感じま
した。また，山下さん（山下 光彦　元（当
時）自動車技術会会長）から，賞を受
け取れたのもうれしかったです」

吉田 健 Tsuyoshi YOSHIDA

日産自動車株式会社
車両生産技術本部
車体技術部　車体技術管理課

「クルマの技術にかかわる賞として，
製品や機能が対称対象かと思って
いましたから，材料で，また生産技
術で受賞することができ，改めて重
要な技術を作り上げたのだという実
感を持ちました。車体，設計，材料，
溶接，成形など各部署が同時進行で
取り組んできたことが，受賞につな
がったのだと思います」

徳光 偉央 Hideo TOKUMITSU

日産自動車株式会社
車両生産技術本部
車両技術開発試作部
要素技術開発グループ

「生産技術は裏方なので，賞の候補
になるとは考えていませんでしたので，
選ばれ，スポットライトがあてられる
ことに驚いています。同時に，私の
ほかにも苦労してきた方が大勢いる
ので，恐れ多くプレッシャーにもなり
ます。受賞の嬉しさを実感したのは，
栃木工場でともに苦労し，いまはブ
ラジルへ出向している課長から『受賞
したんだね！』と，地球の反対側か
ら電話をもらえ，いろいろな方から
評価してもらえるいい賞をいただいた
のだと改めて思いました」

　クルマの車体は，鋼板で作られている。その
鋼板にも種類がある。近年，燃費向上は厳し
い競争にあって，各自動車メーカは軽量化にし
のぎを削っている。また，衝突安全に対する
要請も厳しく，単に軽さを追求するだけでなく，
強度の高い鋼板の登場が求められている。そ
うしたなか，強くて薄い鋼板ということで，高
張力鋼板が登場し，さらにその上を行く薄さと
強度を両立させた超高張力鋼板が誕生するに
至った。今回，開発されたのは，その超高張
力鋼板でもさらに強さを追求した鋼板である。
しかし，鋼板が強くなればなるほど，部品の形
に変形させたり，部品同士を組み合わせる溶接
が難しくなったりする。そうした課題をも解決し
たのが，1.2GPa 級という，従来の 980MPa
を超えた超高張力鋼板であり，なおかつ成形
性を確保した高成形という新しい超高張力鋼
板である。これによって，新型スカイラインの
車体では，すべての性能を満たしたうえで 6kg
の軽量化を果たしている。

超高張力鋼板の上を行く鋼材
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もってゆけるかを確認していきました」。
　それらは，品質確保の取り組みだと吉田
はいう。さらに，量的取り組みもあったと
話す。
「一つの車体を作るには，何十もの鋼板の
組み合わせがあり，代表的な部品としてセ
ンターピラーでできたことを，そのままほ
かの箇所へ簡単に適用できるわけではあり
ません。車両開発のプロジェクト段階にな
ると，うまく溶接できない箇所が出てきま
した。そこは，車体設計の岩崎と相談しな
がら解決していきました」。

　Infiniti製品開発本部 Infiniti 製品開発部 
車両・車体計画設計グループのアシスタン
トマネージャーである岩崎 剛は，
「従来からの高張力鋼板の接合においても，
板厚によっては組み合わせの適合を考えな
ければならない状況はありました。とはい
え，センターピラーに1.2GPa級高成形超ハ
イテン材が使えるとなれば，車体の構造材
として軽量化と強度を出すため，ほかの箇
所にも使いたくなります（図5）。たとえば，
フロントピラー，ルーフレール，シルなど
のレインフォース……。そこで，吉田の部

署と何度もやりとりをすることになったの
です」と振り返る。
　そうした溶接性を確保しながらの鋼板そ
のものの開発においても，「車体の部品と
して必要な特性値を提示するのが難しかっ
た」と，福原とともに1.2GPa級高成形超
ハイテン材の開発を担った企画・先行技術
開発本部 材料技術部 金属材料グループの 
石内 健太郎は語る。
「鋼板の成分設計と，組織をどうするかを
鉄鋼メーカと一緒に話を進めていきました。
延びのある組織と溶接性の課題をどう解決
していくか，そこは試行錯誤でした」。

強度が上がると
成形が難しくなる

　溶接とともに，1.2GPa級高成形超ハイ
テン材を実用化させるうえで不可欠だった
のが，プレス加工における成形性の確保で
あった。車両生産技術本部 車両技術開発試
作部 要素技術開発グループの徳光 偉央は，
いきなりかつての失敗談から話始める。
「超高張力鋼板の成形性の難しさは，
980MPaで経験済みでした。当時は，CAE
での形状予測精度が十分でなく，プレス加
工した製品ができてから苦労しました。
　成形の要求精度は，±0.5mmとなってい
ます。ところが，金属の金型で金属の成形
するプレス加工では，超高張力鋼板ともな
ると必要とされる加工力が高まるので，金
型にもヤング率（硬さの値の一種。曲げ剛
性，たわみ剛性）があるため，設備側に変
形が生じ，かつ予測精度が十分でないこと
もあって，出来上がった車体部品の弾性回
復も重なり，精度の高い成形ができなかっ
たのです。
　そこで今回は，980MPaでの苦い経験を
活かし，形状精度予測をより徹底して行お
うと，金型の変形も考慮したCAEでシミュ
レーションを行いました。それを実験でも
確かめながら作業を進め，980MPaより高
強度の1.2GPaの高成形超ハイテン材での
高い精度の成形を実現させることができた
のです（図6）」。
　こうして，1.2GPa級高成形超ハイテン材
という超高張力鋼板ができあがり，溶接と

図 5　車体の構造別に鋼材を使い分けている。赤く塗られたところが今回の 1.2GPa 材、黄色が 780 〜
980MPa 材，青が 440 〜 590MPa 材，グレーが軟鋼となっている

型自体の歪みを再現

型の構造解析結果（×100）

◆成形性
成形解析精度の向上により，本開発材の成形に必要なプレスのスプリング
バッグ（材料の戻り）を考慮した高精度な設計を実現

図 6　型の構造解析結果

協力：新日鐵住金株式会社，株式会社神戸製鋼



43

鉄は強いだけではダメである
―日産自動車（株）―

成形性の課題を克服したわけだが，まだ課
題は残されていた。
　岩崎は，
「鉄鋼メーカにしても，プレス加工メーカ
にしても，一社でできれば済むことにはな
りません。たとえば震災や災害など，何か
不測の事態が起きても生産を確保できるよ
う，複数のメーカで同じ鋼板やプレスがで
きることが必要になります。そうしたメー
カへの支援を含め，材料技術部や，生産技
術部の協力を得ながら，みんなで一致協力
して先行開発から量産へ持ち込んでいった
のです」と語るのであった。

鉄板だけでも
ここまでできる

　様々な苦労を経て，1.2GPa級高成形超ハ
イテン材は，2013年に発売された13世代目
のスカイラインの車体に採用され，世に出
た。
　材料開発に携わった石内は，
「材料開発は，見た目はただの鉄板のこと
ですから（笑），新車開発で採用されたと
いってもあまり実感がないんです。ただ，で
きあがった実車の車体見本のカットボデー
を見たら，ああ，できてよかったと思いま
した」と，自らの仕事を振り返る。
　福原は，

「これまでのハイテン材の延長線ではなく，
高成形性を新たに加え，しかも，従来の
MPa級ではなく，GPa級と桁が違う領域に
強度を上げたものを成し遂げることができ
たことに，感慨深いものがあります。社内
一丸となって取り組んだのはもちろん，鉄
鋼メーカとも一緒に挑戦し，達成できた喜
びは大きいです」と，実現の喜びを語る。
　吉田は，
「栃木工場で生産が立ち上がったとき，ボ
デーにドアも付いてクルマの形になってい
き，気掛かりだった精度もよく仕上がって
いるのを見て，ここまで来たのだと実感す
ることができました。溶接の試験などは試
験片で行うので，材料としてはできあがっ
ても，なかなか実感はわきにくかったから
です。さらに，工場で車体を組み上げてい
く作業者がセンターピラーを手に持って，
『持っただけで軽いのが分かる』と声をか
けてくれたのが印象的です。これまでも，
980MPaなど超ハイテン材の開発はやって
きましたが，そこまでのコメントを作業者
から耳にすることはなかったので，一つ大
きく踏み込んで，次の領域に入ったのだと
いうことを改めて確認することができまし
た」と，作業者の一言が，吉田の達成感を
際立たせた。
　徳光は，まさにしみじみと完成を味わっ
た一人だ。

「980MPaの開発のときは，CAEの予測
精度の信頼を裏切る結果になってしまい，
1.2GPaでは信頼回復を肝に銘じて，岩崎と
一緒に取り組みました。そして，最初の試
作部品をプレス加工したとき，特別大きな
問題もなく，不具合を出さずにでき，金型
の製作部署から『ちゃんとできているね』
と言ってもらうことができ，CAEの信頼回
復ができたと，本当にうれしかったです」。
　岩崎は，「車体の材料としては，オール
アルミニウムがあったり，カーボンファイ
バが出てきたりというなか，社内でも当初
は『やれるのか？』という目もありました。
ですから，鉄板だけでここまでやれる花形
の技術が出来上がったことを，いま噛み締
めているところです。すでに今後の車種へ
の展開も始まっていますし，ほかの自動車
メーカの車体や材料関係の技術者からうら
やましがられるなど，いまは本当にやって
よかったと思っています」と，周囲の反響
の大きさにも驚いている。
　こうして，第13世代目のスカイラインに
おいて，車体の上屋骨格の７部品に1.2GPa
級高成形超ハイテン材を採用され，6kgの
軽量化を果たすこととなった。また日産は，
2017年以降，1.2GPa級高成形超ハイテン材
を含む超ハイテン材の比率を25％に拡大
し，さらなる軽量化を図っていくとしてい
る。
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日野自動車（株）

小・中型トラックに
お客様のスペースを確保せよ

8Chapter

Development of Urea-less After-treatment System for Simultaneous NOx and PM Reduction

尿素水を必要としないNOx，PM同時低減システムの開発

世界で最高水準の排出ガス規制，ポスト新長期はディーゼルエンジンを大きく変えた。
世界のメーカは尿素水を使ってNOxを還元させる方法を採り，厳しい規制に対応してきた。

しかし，定期的に尿素水を補充する手間とタンクの搭載は、小型／中型トラックユーザには負担だった。
日野は’80年代からの研究で、HCつまり燃料を使ってNOxを還元する方法を見つけていた。

写真：桜井 健雄
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小・中型トラックにお客様のスペースを確保せよ
―日野自動車（株）―

NOx選択還元触媒用尿素水は
全国で6％のGSにしかない

　国内物流の90％以上を担うトラックや，
安価で身近な移動を提供するバスの動力源
となるディーゼルエンジンは，大きな力を
発揮すると同時に，高圧縮比により燃費に
優れる貴重な内燃機関である。一方，大気
汚染物質を浄化する排出ガス対策には，永
年苦心してきた歴史もある。
　現在施行されている平成 22 年排出ガス
規制（通称：ポスト新長期規制）は，世界
最高水準のディーゼル排出ガス規制となっ
ている。粒子状物質（PM）と窒素酸化物

（NOx）について，従来の新長期規制に比
べ，大幅な削減を求める厳しい規制内容だ。
　それを達成するため，大型トラック／
バスにおいては，PM 処理のための DPF

（Diesel Particulate Filter）と，尿素水を
使った NOx 選択還元触媒が用いられてい
るが，この場合，NOx 選択還元触媒のた
めに消費される尿素水を，燃料の軽油と同
じように補給する必要がある。そして，尿
素水を運搬するためのタンクの追加搭載や，
補給ステーションの整備が負担となってい
る。
　とくに，小型／中型トラックにおいては，
尿素水タンクの追加搭載と，尿素水補給ス
テーション整備の両面で，厳しい現実と向
き合うことになる。なぜなら，定期的な運
航を行う大型トラックや定期便バスなどは，
車体が大きいことからタンク搭載の空間を
確保しやすく，また拠点となるターミナル
で尿素水が補給できたりするが，行動範囲
を特定しにくい小型／中型トラックでは，
それらがままならない。尿素水を供給でき
るガソリンスタンドは，全国で6％ほどに
限定されるのが現状だという。
　日野自動車は，小型／中型トラック利用
者の利便性を求め，新たな排出ガス浄化処
理技術の開発に乗り出した。他社とは異な
る排出ガス浄化方法を目指した背景を，エ
ンジン設計部 吸気系・冷却系設計室の室長
で技術士である木村 昌裕は，次のように語
る。
「欧州では，尿素水の方式が先に実用化し

ており，国内でもそれが早道ではないかと
いう声が社内にもありました。しかし，と
くに小型／中型トラックでは，お客様に
とって重要な床下架装スペースをできるだ
け自由に使っていただける空間を確保した
いというお客様優先の考えが，当社の姿勢
です。尿素水を用いるシステムでは，排出
ガス浄化装置が大型化してしまい，上物架
装スペースが確保出来なくなって，消防車
や4輪駆動車の対応が難しくなった例が出
てきているようです」。
　 中 型 ト ラ ッ ク に 搭 載 さ れ た 今 回 の
「NOx，PM同時低減システム」の排出ガ
ス浄化装置を実際に見てみると，従来から
の排出ガス浄化システムとほぼ同等の寸法
に収められ，床下のフレーム周辺は，4輪
駆動用のトランスファや，バントラックの
テールゲートリフト機構など，様々な機能
を取り付ける空間が残されている。また日

野が普及を目指してきたハイブリッドシス
テム用バッテリの搭載空間も得られる。
「今回の排出ガス浄化装置なら，従来通り
あらゆるトラックに搭載しながら，排出ガ
ス浄化と燃費を両立することができます」。

大学と共にHCで
NOxを還元させる研究

　こうした日野の独自路線は，そもそもど
のような研究から始まったのであろうか。
技術研究所 排気システム研究室の室長　
細谷 満は，次のように説明する。
 「日野では，1980 年代から NOx の分解に
ついて，大学と研究を始めていました。そ
して’90年代になって，排出ガスに炭化水素

（HC）が加わると，NOx が還元することが
分かってきました。しかし当時は，触媒劣
化の課題が残っていました。劣化の原因の

　ターボインタークーラ付
直噴ディーゼルエンジンは，
高効率で燃費がよく，低速
からのトルクも大きく，大
型のトラック／バスはもちろ
ん，昨今では乗用車にも採
用され販売を拡大している。
一方で，ディーゼルエンジ
ンの排出ガス浄 化は，燃
焼での NOx（窒素酸化物）
と，不完全燃焼によって生
じる煤に代表される PM（粒
子状物質）の排出ガス浄化
が大きな課題となってきた。
NOx を還元し，PM を酸化
させて無害化をはかり，同
時に燃費も落とさずに，と
いうところが難しい。PM を
酸化する DPF（ディーゼル・
パティキュレート・フィルタ）
は不可欠であり，NOx をど
う還元するかで幾つかの方
法がある。中でも今回日野
自動車が取り組んだのは，
大きな追加装置や社会基盤
に頼らず，小型／中型トラッ
クを利用者が手軽に愛用でき，排出ガス浄化も燃費も，また動力性能をも満たす排出ガス浄化
システムである。燃料の軽油を利用することで NOx 処理を行う新発想は，新興国にも適用範
囲を広げる可能性を持っている。

8Chapter

ポスト新長期規制を燃料の軽油を使ってクリア
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一つは，軽油に含まれる硫黄成分が多かっ
たことです。また，銅ゼオライト触媒（図
1）を使っており，燃料中の硫黄成分によ
り劣化することが分かりました。また，白
金触媒は硫黄成分が酸化され硫酸塩（サル
フェート）を形成し，PM が増加してしま
う課題がありました。
　そのほか，1999年の「東京都ディーゼル
車NO作戦」によって，先にPMの対策，す
なわち黒煙を出さないことを優先したいと
いう事情も，HCを使ったNOx還元触媒の
開発が，今になってしまった要因でもあり
ました」。
　実用化へ向けた周辺環境が整うまで，待
ち時間があったと言うのである。ちなみに，
HCとは，化石燃料そのものであり，ここで
は軽油をNOx還元の促進に使うという発
想である。
　ポスト新長期規制の施行を前にして，厳
しい排出ガス規制対応には，いよいよこの
触媒の出番が来るという手応えを掴むこと
になる。この段階に時代が進むと，ガソリ
ンスタンドで扱われる軽油の硫黄成分も大
幅に低減されるようになっていた。
　開発の進展を紹介する前に，改めて，な
ぜHCでNOxが還元されるのか。その原理
を，技術研究所 排気システム研究室のグ
ループ長である佐藤 信也に説明してもら
おう。
「ディーゼル排出ガスには酸素が多く含ま
れており，そこに軽油を噴射してもただ燃
えるだけではないかと当初は思ったのです
が……。燃えるという酸化反応が起こると

き，同時に還元の作用も起きて，NOxが還
元されないだろうかと考えたわけです。そ
の還元を起こす材料に何があるだろうとい
うことで，そこに白金を使ったのです」。
　白金アルミナの触媒にセリアを添加し，
触媒上の酸素濃度をセリアの持つ酸素の吸
収と放出の能力を利用して制御することに
より，そこで生じる含酸素化合物が，NOx
と反応して還元作用を促し，NOxを浄化す
る。ここで，白金粒子のサイズを小さくす
ることで，含酸素化合物の生成をより促進
することになる。
　加えて，セリアの活性酸素によってPM
の燃焼を促進することで，PMの酸化開始
温度を低くすることが可能となる。
「そういう仮説を立てて，材料の検討を行
いました（図2）。NOxが還元される結果
が出たとしても，なぜそれが起こったのか
データで実証しなければ実用化へつなげる
ことができません。そこで，赤外線吸収分
析器という装置を使い，酸素濃度を調節す
るセリアの量や状態，還元を促す白金粒子
の大きさを変えながら，赤外線の吸収状態
を解析の切り口としました。試料を極薄い
ディスク状に成形して載せるなど，試験を
適正に行うための前準備の腕を磨くことも
必要でした」と，佐藤は，確かな結果を立
証するため労を惜しまなかった。

分からないことを
楽しむ風土

　こうした新しい触媒の原理を実際の成果

で示す取り組みと同時進行で，システムと
して構築することも進められる。佐藤と共
に研究の立場ながらシステム構築を担った
のは，技術研究所 排気システム研究室のサ
ブリーダである平林 浩であった。
「基礎研究から実用化へ向けた段階で，実
際にエンジンで排出ガスを見ていくと，エ
ンジン回転数やトルク値，触媒の温度や排
出ガスの濃度などの条件が変わることに
よって，排出ガス浄化の程度も違ってきま
すので，実機での確認作業を行いました。そ
のための制御ロジックを作ることも自分で
やります。初めはベーシックプログラムを
使っていましたが，それでは追いつかなく
なってプログラミングの仕方を教わりなが
ら続けていましたが，最終的には制御の担
当者にも協力してもらって実験を進めまし
た。
　研究部門では，そのように基本的には何
でも自分でやらなければなりませんが，同
時にまた，分からないことに取り組むこと
を楽しむ風土が日野にはありますね」。
　HCを添加するこの排出ガス浄化システ
ムの特徴として，触媒の手前で軽油を排出
ガス中へ噴射することを行っている。その
噴射装置も，世の中にはほかになく，手探
りで作りながら実験を進めることになった。
細谷は，
「一般に使われているスプレーやポンプを
買ってきて，エンジンに取り付けてやって
みるということから始めました」と，’90年
代の開発の様子を振り返る。
　補足して平林は，

図 1　ゼオライト系触媒試料 図 2　研究過程で各種材料を試験
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「分析に使う液体クロマトグラフィー用の
加圧ポンプを使って，定量的に軽油を送れ
るようにしたり，化学実験用のケミカルポ
ンプに軽油を入れて，外部コントロールで
動かしたりしていました」と説明する。
　細谷はまた，添加するHCの一つとして，
「軽油の代わりに，潤滑油を試したことも
ありましたが，炭化して煤が増えてしまい
ダメでしたね」と，失敗談も披露してくれ
た。
　結果，「燃料消費の 1％以下の軽油を実際
には添加しています。噴射圧力は，0．7MPa

（メガパスカル）前後です（図 3）」と，平
林。
　こうして目途をつけたシステムの全体像
を，改めて平林に説明してもらおう。
「採用するディーゼルエンジンは，ターボ
チャージャによる高過給，コモンレールに
よる高圧燃料直噴，EGR（排気再循環）を用
い，エンジンの燃焼制御によりNOxとPM
をしっかり下げ，燃費も向上させます。そ
うした高性能エンジンであることが，この
排出ガス浄化システムを搭載する前提です。

細谷 満 Mitsuru HOSOYA

日野自動車株式会社
技術研究所
排気システム研究室　室長

「2004 年に DPF で一度，技 術 開
発賞を受賞したことがあります。今回
は 2 回目となり，有り難く思っていま
す。開発過程では，部門を超え若い
人たちとワイワイガヤガヤやりながら
成果を上げることができ，そういう仕
事を進める上での環境づくりにもなっ
た開発でした。次にもまた受賞した
いですし，若い人たちに受賞を目指
す新しい開発にどんどん取り組んで
もらいたいと思っています」

木村 昌裕 Masahiro KIMURA

日野自動車株式会社
エンジン設計部
吸気系・冷却系設計室　室長
技術士（機械部門）

「受賞を家でかみさんに話したら，何
それって（笑），落ち込んでいたら子
供が，よかったね！ と言ってくれまし
た。車両発売後，架装メーカ殿から
上物架装についてお褒めの言葉を多
数いただき，開発の狙い通りの反応
が非常にうれしかったです」

大井 寛 Hiroshi OHI

日野自動車株式会社
パワートレーン実験部
第4エンジン実験室　室長

「私の部署では，数年周期で次々と
開発を回しているので，この触媒の
開発が 1980 年代から始まっていた
のは，きょうのインタビューで初めて
知りました（笑）。そうした歳月を経
た開発の受賞に名前を連ねてもらう
ことができ，いま改めて嬉しさがこみ
上げてきました」

佐藤 信也 Shinya SATO

日野自動車株式会社
技術研究所
排気システム研究室　グループ長

「基礎研究からやってきましたので，20
年経ってようやく日の目を見ることができ，
途中で止めなくてよかったと思いました。
他社ではやっていない開発であり，経営
の判断もあることですから，それが受賞
に結びついた喜びとともに，さらによい
ものを出していきたいという新たな思い
になっています」

平林 浩 Hiroshi HIRABAYASHI

日野自動車株式会社
技術研究所
排気システム研究室　サブリーダ

「このシステムを開発する際，多くの方
に苦労を掛けましたが，お客様のために
役に立つシステムであるという点を信じ
実用化の開発を進めてきました。今回，
自動車技術会賞へのエントリーは，研
究所の最後の仕事として行ったもので
す。技術の先進性，日野の技術力を
評価して頂き受賞できたことで，ほっと
一安心したところです。これまで，苦労
を掛けた多くの人に少しだけ恩返しがで
きたのではないかと思います。そういう
意味で，かかわったもっと多くの仲間た
ちの名前をここで挙げたい気持がありま
す」

図 3　触媒の手前で軽油を噴射させるインジェクタ
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　その上で，ターボチャージャの直下に
ATC（After Turbo Catalyst）という小型の
酸化触媒を装着しています（図4）。これは，
実際に市街地など発進・停止の連続でDPF
の温度が低下しPMを燃焼再生しにくくな
る条件においても，ATCを発熱させること
によって，DPFの温度を上昇させ自動強制
再生できるようにしました。
　ATCの後方に，軽油の添加弁を装備して
おり，NOx，PM同時低減システムの触媒
反応を促します。
　排出ガス浄化装置の本体構造は，DPFを
前後で挟むかっこうで酸化触媒があります。
この構造とすることにより，低温から高温
まで幅広くNOxを低減することができま
す」。

システムをいかに有効に
シンプルに小型化させるか

　その排出ガス浄化装置の大きさは，従来
とほとんど寸法的な差がなく構成されてい
る。
　新しい排出ガス浄化システムを，量産へ
つなげていったのが木村である。
「このシステムをいかに有効に働かせる
か。排出ガスを均一に分散させるため，分
散板というものを設け，その穴の数を調整
することによって排出ガスの分散性を改善
しました。うまく排出ガスを分散させない
と，排出ガスの浄化率が確保できないので
す。そのために排気管のガスの流れについ
てCFDを活用し，一様度や日野独自の評価
方法である軸方向率を考案して均一な排出

ガスの分散を実現しました（図5）。
　DPFにはエンジンオイルの灰分が堆積
する懸念があり，分解掃除できるようにし
たほうがいいのではないかと当初は考えま
したが，実走行で問題がないことが分かり，
分割構造にしないことによって，さらなる
小型化ができました。
　小型化という点では，分散板とDPFの
フィルタがあることにより排気騒音も下げ
ることができたため，別体の消音器を持た
ずに済み，システムをいっそう簡素に仕上
げる一助になりました（図6）」。

まずエンジンが
高性能でなければならない

　量産への道筋が整ってきたところで，適
合の作業が待っている。パワートレーン実

図 4　DPF の温度が上がらない条件のときに触媒反応を向上させる ATC

図 5　排気管のガスの流れを均一に分散させる分散板

図 6　分散板と DPF のフィルタにより消音機能を備えたマフラ



49

小・中型トラックにお客様のスペースを確保せよ
―日野自動車（株）―

験部 第4エンジン実験室室長の大井 寛は，
　「量産するためのエンジンと排出ガス浄
化装置の適合を担当しました。まずエンジ
ン側で性能を上げるため，大型EGRクー
ラを採用し，ターボチャージャで効率よく
EGRを燃焼室へ導入することにより，NOx
を下げていきました。またPMについては，
ピストンの燃焼室形状を変更すると共に，
燃料噴射の燃料の微粒化や，噴霧方向など
検討を重ねていきました」と話し，この大
井の作業が，先に平林が触れた，前提とし
て高性能エンジンであることと述べたこと
につながる。加えて，
「排出ガス規制値に適合させるのは当然で
すが，さらに，実用の運転で性能がしっかり
出なければ意味がありません。そこで，エ
ンジン側と排出ガス浄化装置側で，運転状
況に合わせ働きを分担し，その組み合わせ
で常に優れた排出ガス浄化性能が出せるよ
うに工夫していきました」と苦労を語った。
　その上で，燃費を落としてはならないと
いう苦心もあった。
「エンジンでの燃焼のほかに，軽油を排出
ガスへ添加するシステムですから，燃費を

悪化させないことは重要課題でした。
　排出ガスへ添加する軽油の噴射時期は，
エンジンでの燃焼のように噴射すべき時期
や量が機械的に決まるわけではありません。
そこで，排出ガス流量に合わせた噴射や，噴
射間隔の決め方など，試行錯誤で適合を進
めていきました。
　試験室では燃費に悪影響を及ぼさない
適合ができましたが，実走行では運転状
況の変化で触媒の温度分布が変わるので，
フィードバックに時間差が生じ，燃料がそ
のまま排出され白煙があがったこともあり
ました。改善のため，温度センサや，制御
の作り込みなどで苦労しました」と，実用
域での性能の確保に苦心があった。
　基礎研究でまとめ役だった細谷は，
「研究部門と開発部門で，やり取りをしな
がらの開発でした」と，多くの手間がかかっ
たことを言葉に滲ませた。
　こうして，2010年に国内で小型／中型ト
ラックでの販売が開始され，10万7000台の
生産実績を積み上げ，今後はさらに尿素水
の社会基盤整備がされていないアジア諸国
を含め，更なる展開が期待されるところと

なっている。
　細谷は，「研究を開始したときには，実用
化できるかどうか見えずにいましたが，全
世界で使ってもらえたら嬉しいですね」と，
喜びを語る。
　平林も，「実用化のまだ第一歩だと思って
います。世界へ羽ばたく技術開発を続けて
いきたい」と，抱負を述べる。
　佐藤は，「世に出すことができましたが，
これは通過点だと思っています。さらに，燃
費と排出ガス浄化をよくするよう，工夫を
加えていきたい」と，展望を話す。
　木村は，「お客様にとってトラックとして
の商品性を犠牲にせず実現できた技術です
が，尿素水の方式へ時代が流れていたとき，
この開発に舵を切ってくれた役員，上司に
感謝したいです」と，自らの思いが実現へ
向かった喜びをかみしめる。
　大井は，「発売から4年が経ち，ようやく
市場での評価も定まって安心することがで
きました」と，市場導入へ向けた実用域で
の適合に苦労した成果をいま実感している
ところである。
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