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低温度短時間で処理エネルギーを

Development of High Corrosion Resistance Surface Treatment for Aluminum Parts

削減した9年の研究

スズキ（株）

アルミニウム部品への高耐食性
表面処理技術の開発
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低温度短時間で処理エネルギーを削減した9年の研究
―スズキ㈱―

スズキ（株）

軽量化のためのアルミニウムは
そのままでは使えない

　
　自動車を含め，輸送機器において，今日
では燃費向上が必須であり，そのための軽
量化が不可欠な状況にある．軽量化の一つ
として，材料置換によるアルミニウムの使
用が広がっている．エンジン関係や，サス
ペンションなどでアルミニウム合金が用い
られるほか，外装部品などにおいて使用さ
れる場合は，とくに耐食性が求められる．
　アルミニウムの耐食性を向上させる表面
処理では，酸化アルミニウムの多孔質皮膜
を作製する陽極酸化工程と，皮膜の孔を塞
ぐ封孔工程からなる陽極酸化処理が一般的
だ．その表面処理は，アルマイトと呼ばれ，
日用品などにも使用され広く知られている．
　製造にあたり，従来の封孔工程では，沸
騰温度に近い高温の処理液に10分以上部
品を浸漬させる必要があり，製造時のエネ
ルギー消費が大きかった．これを，室温で
短時間に済ませられるようにした新しい技
術開発が，今回のテーマである．そこには，
従来では皮膜を溶解してしまうと考えられ
てきた，アルカリ性水溶液を使うという逆
転の発想があった．
　開発当時，要素技術開発部 第四課であっ
た藤田 昌弘は，
「一般的に，処理液にアルカリ性水溶液を
使うと皮膜が溶解すると言われてはいまし
た．しかし，そもそも我々にはどれくらい
の速度でどのように溶解するかなど詳しい
知見がありませんでしたから，とにかく自
分でやってみなければ分からないという考
えがありました．試してみると，案外うま
くいってしまったのです」と，いとも簡単
にできてしまったような様子で話し始めた．

続けて，
「結局，皮膜が溶解するといっても，その
溶解する過程で何だかの化学反応が起これ
ば，新しい処理液との間で新たな成果が得
られるのではないかというところに，淡い
期待をもって臨んだのです．
　たとえばある実験において，同じ実験内
容でも行う人によって微妙に手順や方法が
異なり，それによって得られる結果に違い
が生じることがたびたび起こったので，自

分でやってみて，自分の目で見てみるのが
確実です」と，従来からの固定概念を疑っ
てみる姿勢を語り，それが成果につながっ
たと話す．
　同じ部署に所属し，藤田と共に開発に携
わった小野 晋太郎は，
「社内では，常に三現主義ということで，
“現場”，“現物”，“現実”ということが言わ
れていますので，自分でやってみることが
染みついています」と言う．

10分の処理時間を2分に
温度も下げてエネルギー消費を抑えた

　アルカリ性の処理液を使うことによって，
何が起きたのか．藤田は，
「酸化アルミニウムの皮膜には，ハチの巣
のように小さな孔が多数開いており，この
ままではそこに塩水などが入ってアルミニ

　耐食性を向上させるため，アルミニウムの表面に，陽極酸化皮膜を作製する処理を「アルマイ
ト」（発明当初は商標であった）と一般に呼び，身近な例ではやかんなどで使われて，広く知ら
れている．その処理過程で，腐食の要因となる皮膜の孔を塞ぐ封孔工程が行われているが，そ
の工程で従来は，沸騰温度に近い高温の処理液を用いて，10 分以上の浸漬時間を要しエネル
ギー消費が大きかったため，新たな封孔処理技術の開発に乗り出した．新技術は，従来，皮
膜を溶解してしまうとされてきたアルカリ性処理液を逆に活かし，封孔処理時間を 2 分以下に
縮めるだけでなく，処理液の温度を室温にまで下げることを実現した．これにより，封孔処理
における水溶液の管理も容易になり，同時に，作業工程でのエネルギー損失を低減し，環境
性を向上させたアルミニウムの耐食性向上を果たした．

アルミニウム耐食性向上処理のエネルギー消費低減

アルミニウムは軽量化低燃費技術には有効な素材である．
しかし腐食対策には高温の処理液の中に長時間浸漬させる工程が必要があった．
今回スズキは処理液をまったく新しい発想で変更し，
低温度で短時間の処理を可能とする技術を開発した．
これは自動車産業だけではなく，多くのアルミ使用製品に応用できる技術である．
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ウム基材まで到達しやすくなるため基材の
腐食が起こりやすくなります．封孔はその
孔を塞ぐ工程で，これまでは皮膜が溶解し
にくい中性か弱酸性の水溶液を使っていま
した．しかしそれでは，処理液温度が80℃
以上の沸騰に近い温度であること，処理時
間が10分以上かかることなど，生産上の
エネルギー消費や効率が良くありませんで
した．
　リチウムイオンを含んだアルカリ性水溶
液を使った新しい封孔工程では，最終的に
2分以内で，従来の10分以上時間をかけて
いた封孔と同等の耐食性を実現しています．
　そのように短時間でありながら，従来の
封孔で皮膜孔内に生成していた酸化アルミ
ニウムの水和物のほかに，リチウムとアル
ミの化合物がたくさんできることにより，
皮膜がより緻密な構造になっています」と
解説する（図1）．
　これを実現する，リチウムイオンを含ん
だ強アルカリ性水溶液に到達するまで，藤
田は手当たり次第に薬品を試していったと
いう．
「あまり多くの試薬を混合すると処理条件
が複雑になってしまうため，あまり混合せ
ず，できるだけ簡素な組合せで試していき
ました．処理液を作製して封孔を行い，耐

食性を確認するという繰り返しでしたので，
辿り着くまで半年くらいの歳月がかかりま
した」．
　開発した処理液に辿り着いた後は，皮膜
の詳細な分析や封孔メカニズム解明に向け
て大学の協力を得ることになった．
「開発した技術を生産へ持ち込むためには，
理屈が分かっていないと，何か問題が生じ
たときに対処できません．そのため，陽極
酸化皮膜の知見が豊富な大学を探して，協
力を依頼しました．大学では専門かつ幅広
い知見のほかに，分析に関する様々な知見
もあるため勉強になることが多いです．そ
れによって，開発の時間短縮になりますし，
また，自分たちのスキル向上にも繋がりま
す」と，藤田は言う．

アルカリ水溶液で
なぜできたのだろう

　成果を目の当たりにした時の感想は，
「凄いという思いと，従来ダメだと言われ
てきたアルカリ性水溶液でしたので，なぜ
できたのだろうという思いが半々でした．
また，追加調査で幅広い処理条件にて封孔
を行うことができることがわかり，研究か
ら生産へもっていくためにどのような条件

を基準とすべきか，悩むほどでした」と，
そのときの驚きを藤田は語る．
　適応条件が幅広いとは，どれほど広いの
か，試験の成果を藤田は次のように説明す
る．
「封孔をした孔の中に，どのように化合物
ができるのか，処理時間を10秒，1分，2
分と分けて試してみると，わずか10秒でリ
チウムとアルミの化合物ができはじめ，と
くに1〜2分で皮膜の表層付近にリチウム
とアルミの化合物が増えているのが分かり
ました．
　さっそく，強制的に腐食を起こさせる塩
水噴霧試験という方法で耐食性試験を行っ
てみると，封孔を行っていない陽極酸化
皮膜では白錆が表面の27％に生じるのに
対し，従来の封孔では処理時間1分で22％，
10分で1％の白錆面積になるところ，アル
カリ性水溶液を使った新しい方法では，1
分で1％に白錆面積が低下していました．
つまり，従来に比べ1/10の処理時間で，同
等の耐食性に向上できるというわけです」

（図 2）．
　短時間の処理で得られる優れた耐食性に
加え，追加の利点も発見されたと藤田は言
う．
「孔を塞ぐ化合物が変わることで，追加の

1Chapter
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図1　封孔処理後の陽極酸化皮膜の表面・断面図
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低温度短時間で処理エネルギーを削減した9年の研究
―スズキ㈱―

利点が二つありました．
　一つは傷がついた際の耐食性です．尖っ
たヤスリで，封孔まで行った部品にアルミ
ニウム素材にまで達するようなX字の傷を
付けて耐食性試験を行ってみると，従来の

封孔では傷部に白錆が出ますが，新しい封
孔では白錆が目立ちません．そこで傷の断
面を観察すると，アルミニウムの上に，ア
ルミニウムを主成分とした保護膜ができて
いました（図3）．

小野 晋太郎 Shintaro ONO

スズキ株式会社
要素技術開発部
第四課

「授賞式に出席し，そこでほかのメー
カーの方々とも同席し，改めて名誉
な賞だと思いました．他社の技術者
の方々も，この賞を目指して頑張っ
ていらっしゃることを知りました．
受賞後，親戚から連絡があり，また
旧友から連絡があったり，通ってい
る歯医者さんから新聞に出ていたよ
と言われたりするなど，嬉しかった
です．これからも頑張らなければと
いう思いを新たにしました」

藤田 昌弘 Masahiro FUJITA

スズキ株式会社
要素技術開発部
第四課 係長

「この技術で，前年に浅原賞学術奨
励賞を受賞しており，連続で今度は
技術開発賞を戴き，光栄に思います．
開発から生産まで 9 年の歳月がかか
る中，多くの方々の協力があり実現
できたことですので，みなさんに感謝
しています．また，両親に楯を見せた
ら，凄いねと言ってもらうことができ，
それが何より嬉しかったです」

図2　封孔処理時間に対する白錆発生割合の変化

図3　塩水噴霧試験後の傷付け部外観

図4　部品を加熱した温度に対する白錆発生割合の変化
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　この利点は，実は，表面に塗装した物の
耐食性を評価する際に，同じようなX字の
傷を付けて試験をしたところ，傷部が錆び
にくいことに気付いたのがきっかけでした．
そこで塗装をしていない状態でももしかし
てと思い，試してみると，やはり錆びにく
いことが分かりました．新しい封孔によっ
て皮膜中に生成するリチウムとアルミの化
合物の効果によるものと考えます．
　もう一つは，耐熱性です．素材によって
熱による膨張率が異なり，酸化皮膜に比べ
アルミニウム素材の方が膨張しやすいので，
熱が加わると皮膜にマイクロレベルのひび
割れができます．従来の封孔では，このひ
び割れが原因で耐食性が低下してしまうの
ですが，新しい封孔では耐食性は下がりま
せんでした（図4）．
　試験は，オーブンで100℃から100℃き
ざみで400℃まで加熱し，塩水噴霧試験に
よる耐食性試験を行い，温度が上がるにつ
れてひび割れも増え，従来なら徐々に耐食
性が低下していくところ，新しい封孔では
まったく変化がないのです．そこで次に
400℃のオーブンで加熱する時間を変えて

実験をしたのですが，従来の封孔では，30
分ほど加熱するだけで耐食性が下がりまし
たが，新しい封孔では加熱時間を延ばして
も耐食性の低下が見られませんでした．
　その理屈を探ってみると，傷をつけた際
に傷部に保護膜が生成するように，加熱に
よって生じる皮膜のひび割れ内にも同じよ
うに保護膜が生成し，塩水噴霧試験後の皮
膜を観察すると試験前に見られたひび割れ
が塞がり，見えなくなっていることが分か
りました．
　傷に対する耐食性向上が設計部門の目に
留まり，船外機の外装部品であるロアマウ
ントカバーへの採用が実現するのです」．

実験室の成果を
生産で実現する

　設計部門への売り込みも，藤田自身が
行っていた．
「実用化へ向けて，どれだけ利点があるか
をいかに伝え，説得できるかということか
ら，設計部門と相談して，サービス部門と
連携しながら，船外機のお客様にお願いし

て使用していただき，一定期間使用後の部
品の観察をさせてもらいました」と，実用
化へ向けた取り組みを語る．
　そして，今回の開発で山場といえるのは，
技術開発より生産への導入だったと，藤田
は言う．
「生産前の開発段階は，言ってみればビー
カーの中での実験のような小規模なもので
したので，それを量産へ持ち込むには，多
数の部品を同時に処理することが必要にな
り，すべてを均一な品質に仕上げるにはど
うすればいいかが課題でした」と説明する．
そのうえで，小野は，
「皮膜の孔は直径が数十nm（ナノメート
ル）という目に見えない大きさで，その中
で化合物の析出が起きているので，製品と
して性能が向上していることを保証するう
えで，どのような工法に絞り込んでいけば
間違いなく実現できるかということを実証
しなければならず，そこに苦労しました」
と，振り返る．そして，藤田は，
「処理液の濃度や温度，時間などの様々な
管理値をいくつにするかだけでなく，濃度
の測定方法など日々の分析方法に関する指

図5　ロアマウントカバー．製品は陽極酸化処理後に塗装が行われる

1Chapter
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低温度短時間で処理エネルギーを削減した9年の研究
―スズキ㈱―

示を，開発した我々から出さなければなり
ません．必ずしも専門家ではない作業をす
る方たちに，これをやれば間違いないとい
うものを数値で明確に示すことが難しかっ
たですね」と苦労を語る．
「同様に，これをやってはいけないという
ことも指示しなければなりません．そうし
た処理の仕方について，いろいろ調べなが
らレポートにまとめ，生産技術の担当者に
見てもらうのですが，これでは不十分だと
かのダメ出しが何度もあって，挫けそうに
なりながら，一つひとつ乗り越えていった
という感じでした」と小野．
「自分たちが生み出した技術について，設
計や生産技術の方々の助けも得ながら，生
産に必要な指示書を作るということが大変
でした」．
　そして，量産が開始されてからもほぼ毎
日のように生産現場へ出向き，問題がない

か確認作業が続いたと，藤田は，いわば研
究開発とは専門外といえる取り組みの苦心
の様子を語るのであった．
　こうして，室温に近い低温で，しかも短
い時間で高い耐食性を施す封孔処理を実現
し，商品化にまで持ち込むことができた．
　この成果を，小野は，
「開発の部署にいると，製品にまで到達で
きないで終わってしまうことも多いのです
が，こうすれば製品になるというゴールの
仕方が見え，物づくりできたことにより，
メーカーに居るという実感を持つことがで
きました」と，喜びを語る．
　そして，藤田は，「基礎開発から生産へ，
一通りの流れを体験できたのがよかったで
す．また，先入観を持たず，いろいろ試し
たことが成果に結びつき，よかったと思い
ました．上司も，失敗はたくさんしていい
と言ってくれており，そこから得たものは

大きかったです．失敗の中から，次につな
がるものがあることを体験できました」と，
振り返るのである．
　続けて，およそ9年の歳月を経たこの開
発について，藤田は，
「これほど長い開発になるとは思ってもい
ませんでした．しかしこの成果は，耐熱性
があることから，今後はエンジン周辺部品
などに応用できる可能性があるとともに，
従来よりもエネルギー消費を低減できる方
法であることから，建築関係や日用品など
へも発展性をもたせることができるのでは
ないかと思っています．その点では，弊社
の自動車や汎用機器以外の分野への広がり
が，開発の成果として将来的に会社に貢献
できる可能性もあると思っています」と，
業界を越えた波及効果に期待しているので
ある．
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一つのセンサで

Development of Auto Leveling System Using ECU Equipped with an Acceleration Sensor

車両姿勢はどこまで測れるか

（株）小糸製作所

加速度センサを使った
オートレベリングシステムの開発

2Chapter
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一つのセンサで車両姿勢はどこまで測れるか
―（株）小糸製作所―

明るくなるヘッドライトは
眩惑を避ける必要性が高まる

　自動車のヘッドライトは，光源の省エネ
ルギー化と同時に，明るさが上級車種のみ
ならず軽自動車まで高まり，それによって
前を走る車両や対向車を眩惑しないための
光軸調整が車種を問わず必要性を高めてい
る．そこで，原価を抑えながら，自動的に
光軸調整を行うための高精度な車両姿勢角
の検出が必要になっている．
　光軸調整の基となる車両の姿勢変化を認
識するため，これまでは前後のサスペン
ションに車高センサを取り付け（2センサ
タイプ），その差から車両の姿勢角を計算
していた．しかし，車高センサの重量や原
価の高さが課題となっている．そこで，後
輪側のサスペンションのみに車高センサを
取り付け（1センサタイプ），車両姿勢角を
推定する方式も実用化され，主流となって
いるが，精度に課題がある．
　今回の開発は，センサの在り方自体を変
更し，車高センサの代わりに加速度センサ
をECUに内蔵させ，原価を低減しながら，
2センサタイプと同等の高精度な車両姿勢
角の検出による光軸調整を可能にした（図
1，2）．
　そもそも加速度センサを用いる発想は，
まったく新しい着想ではないと技術本部 
電子技術部 配光制御2グループ技師補の山
﨑 真嗣は言う．
「加速度センサを使えば重力加速度の方向
が分かり，光軸調整できるのではないかと
いう構想自体は，十数年前から幾つかの会
社やメーカーにありました．ただ，実用化
には至っていなかったのです．弊社でも，
かつて先輩たちが検討した時代もあったよ
うです．
　なぜ実用化できなかったのかというと，
補正技術や精度がまだ低かったからです．

MEMS（メムス：マイクロ・エレクトロ・メカニカル・システム／微小な電気機械システム）の
技術が高まることで，センサは今までとは違う応用がされるようになってきた．
加速度センサを使って車両姿勢をモニタし，ヘッドライトの眩惑を避ける．
これはコスト削減にも有効な技術だった．

図1　従来システムと開発システムの構成比較

図2　加速度センサ内蔵レベリングECU

従来システム（車高センサ方式）

ECU 車高センサ

+

車高センサ，
接続ハーネス不要

ECU

開発システム（加速度センサ方式）

加速度センサ
（ECU 内臓）
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アルゴリズム（問題を解く手順）自体のほ
かに，センサの水準もまだ低かったと思い
ます．その後，MEMSの加工技術が高まり，
センサの精度や小型化があって，自動的に
光軸を調整するオートレベリングシステム
に使えるようになってきました．
　そうした加速度センサの実例としては，
民生用ではスマートフォンにもあります．
画像を傾きによって縦や横に切り替える機
能も，加速度センサを使っています．そし

て，原価も下がっています」．
　ただし，オートレベリングで使う加速度
センサは，専用になるという．
「自動車で使われている加速度センサの例
では，エアバッグの衝撃の検出や，横滑
り防止装置などにも使われています．し
かしながら，エアバッグの場合であれば一
方向の衝撃に対しての検出であり，横滑
り防止装置では前後左右の加速度を検出し
ます．今回の技術では，上下・前後・左右

のXYZ3軸方向のデータが必要になるので，
専用センサとして新規に車載する必要があ
ります」（図3）．

坂道なのか，荷物による
車両姿勢の変化なのか

　この3軸の加速度センサをECUに内蔵し，
光軸を調整するための車両姿勢角の検出に
使う．その使い方を，研究所 研究5グルー

2Chapter

図3　力加速度を使った角度計算
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図5　停車中の光軸精度比較 図6　走行中の光軸精度比較

加速度センサ出力値 V 積載

加速度センサ値の軌跡は荷重条件で変化しない

運動加速度 α

図4　走行中の加速度センサ値の軌跡
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一つのセンサで車両姿勢はどこまで測れるか
―（株）小糸製作所―

プ 技師補の笠羽 祐介が説明する．
「まず，新車が工場から出荷されるときに，
平らな路面で基準値を定めます．それに対
して，次に重力加速度の働く方向を検出し，
角度変化を計算します．加速度センサの取
り付け位置に対して，重力加速度の働く方
向が変わっていれば，車両の姿勢が変化し
たといえます（図4）．
　ただし，ここには問題が二つあります．
その変化した角度には，坂道など路面の角
度と，車両に人が乗ったり荷物を積んだり
することによって傾く角度の両方が含まれ
る可能性があるからです．これを切り分け
なければ，車両姿勢角が変わったのか，あ
るいは単に坂道に居るから平坦路に比べ角
度が付いたのかが分かりません．
　その際，自動車が停車している間は，加
速度センサで計測できるのは重力加速度し

かありませんので，車両の姿勢角を切り分
けるのは不可能です（図5）．ではどうす
るか…と考えたとき，自動車が走っている
ときの情報を利用してはどうかということ
になりました」．
　走行中，そこが平坦な道であれば，走る
ことによって生じる運動加速度は，常に路
面に対して並行に移動する．もし，自動車
の荷室に荷物が積まれるなどして車体が傾
き，車両姿勢角が変わっているのなら，運
動加速度の移動の仕方は，同じように路面
に並行ではあるものの，センサは角度を
もって並行移動していることになる．この
ときは，車両の姿勢が変わり，光軸が上に
向いてしまっていると判定できるのである．
ここで，光軸調整をし，光軸を下げればい
い（図6）．
　山﨑は，「一般的に補正が必要な場合，

新たに別のセンサを使いがちですが，それ
では原価が上がってしまいます．したがっ
て，何か条件を変えることで補正できない
か考えた末の方法でした」と，着想の原点

笠羽 祐介 Yusuke KASABA

株式会社小糸製作所
研究所
研究５グループ 技師補

「このテーマで賞を戴けるとは思っ
ていませんでしたので，驚きました．
受賞後，海外の方から問い合わせが
あったり，大学の研究室の学生さん
から原理の問い合わせがあったり，
自分では地味な技術と思っていまし
たが，関心を持って戴ける方が多く
嬉しかったです」

山﨑 真嗣 Shinji YAMAZAKI

株式会社小糸製作所
電子技術部
配光制御2グループ 技師補

「表彰の楯を戴いたときにはまだす
ぐに実感を持てませんでしたが，地
味な開発にも目を向けていただき，
こうして受賞することができるのだ
と思いました．表彰会場のパネル展
示で説明をしていますと，いろいろ
な方から質問があり，興味を持って
いただけたのが嬉しかったです」

　従来，車両の姿勢変化に対しヘッドライトの光軸を自動調整するオートレベリングシステム
は，前後サスペンションの車高センサからの情報を基に車両の傾きを計算し，光軸調整してきた．
しかし，二つの車高センサに掛かる原価や，センサの寸法と重量の大きさなどから，あらゆる
車種に採用するうえで課題があった．そこで 1センサ方式も採用されているが，こちらは精度に
難がある．今回の開発は，車両の姿勢変化を車高センサによらず，加速度センサを用い，これ
を ECU に内蔵することで，小型軽量化はもちろん原価も大幅に下げることに貢献した．ただし，
加速度センサの情報から車両の傾きを計算するうえで，路面の傾斜や，路面状態から受ける振
動などの外的環境の影響をいかに排除し，精度の高い姿勢変化量を計算するかに課題があった．
そこで，停車中と走行中の加速度センサ情報から，車両の姿勢を的確に切り分ける取捨選択の
仕方を工夫することで，軽自動車にまで適用が可能となった．

車高センサから加速度センサの採用
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を説明する．
　車高センサに替えて，加速度センサを
ECUに内蔵することで，原価はおよそ1/3，
それだけでなく，大きさも1/3，重量に至っ
ては1/10にまで小型軽量化することがで
きた．そこをなんとか維持したかった．
「平坦路だけでなく，坂道であっても同様
に，運動加速度は路面に対して並行に移
動していきますが，センサには傾きがあ
り，それが車両姿勢角の変化と断定できま
す．ここに気づいたのは我々だけではない
でしょうか」と笠羽．そして山﨑は，
「これまでにも，一定速度で傾きを見ると
いうことはあったようですが，加速度セン
サを使い，加減速中のデータを検出すると
ころが，この技術の新しいところです」と
言う．

ラジコンカーで理論の裏づけ
そして公道での補正用データ

　とはいえ，事はそう単純ではなかった．
山﨑は，
「そもそも，加速度センサで車両姿勢角を
どれほど正確に計算することができるのか，
そこを確認しなければなりません．最初は
実際の自動車で確認しようと試みましたが，

路面の凹凸やうねりが多く，使えるのかど
うかが見えてこないのです．弊社には，専
用のテストコースもないので公道を走るし
かありませんでした．
　外的環境からのノイズが入らない状態で，
どうやって確認できるか悩んでいたところ，
ラジコンカーで平らなところを走らせてみ
てはどうかと，笠羽が考えたのです」と，
思わぬ着想を打ち明けた．発案した笠羽は，
「私はミニ四駆の世代で，ラジコンカーを
使うことによって，加速度センサを使って
間違いなく車両姿勢角を計算できるという，
理論的な裏付けをとることができました」
と，話す．
　さらに笠羽は，
「次に，公道を走る自動車で通用するシス
テムとするには，路面の凹凸やうねりなど
のノイズが存在するので，理論通りの計算
で済むというわけにはいきません．そこで，
実際に走ってみて，走行中に生じる振動な
どを打ち消すプログラムを入れ，きれいな
データを集めるアルゴリズムにしていく補
正が必要です」と，次の段階を説明する．
　そのために，会社の自動車や自家用車な
どを使い，延べ20万kmに及ぶ走行データ
を集めていった．笠羽は，
「まず，山﨑と二人で考えたアルゴリズム

を試すために，助手席にパーソナルコン
ピュータを載せ，自分たちで会社から国道
１号線沿いの道を一日中何度も往復しまし
た．また，きょうは山の方へ行ってみよう
かなどいろいろ走り込みました．社内では，
二人ともどこかへ行って一日中社に居ない
などと言われていたようですが…．ある程
度プログラムが形になったところで，次は，
弊社の社員の日常生活の中でも，プロトタ
イプを搭載して使ってもらいました」と，
段取りを話す．
　こうして膨大な走行データが集められた
わけだが，
「いろいろな人に手伝ってもらう中で，た
とえば走行中の信号待ちで，シフトレバー
をDレンジに入れたまま，フットブレーキ
ではなくパーキングブレーキをかけて止ま
る運転をする人がいて，そのときのショッ
クで荷重変化が起きて車両姿勢に変化が生
じてしまうようなことも起こりました．つ
くづく人の運転の仕方には，いろいろな癖
があるものだと驚きました．
　ほかにも，平らな路面だと思っていたら，
実は傾斜があるなど，目の錯覚による影響
もあることを知りました」と笠羽．
　そして山﨑は，数多く集まるデータを前
に，一時は途方に暮れたと言う．
「ノイズを除去するためのデータを平均化
するため，できるだけきれいなデータにし
ようとすると省くデータが多くなって，補
正の時間が掛かり過ぎてしまいます．時間
が掛かれば，光軸調整に遅れが出るので，
早く計算を終えるためにはどの程度きれい
なデータに整えればいいかという適合を図
るのが難しかったです．
　また，走行距離が短すぎる場合，たとえ
ばある社員は，『うちのかみさんは近くの
スーパーの往復にしか自動車を利用しな
い』と言い，光軸調整できないうちに帰宅
してしまうことも起こりえます．そこで，
イグニッションを切ったところでデータを
メモリに記憶し，始動したときのデータを
採り溜めておけるようにしました．それに
しても，ハードウェアを追加したり，電源
周りの回路を設計変更したり，メモリ容量
を増やしたりすると原価が上がってしまい
ます．私はソフトウェアの専門家でもあり

2Chapter
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一つのセンサで車両姿勢はどこまで測れるか
―（株）小糸製作所―

ますので，自分でプログラムに工夫するよ
うにしました」と，苦心の様子を語る．

エアバッグ用センサを基本に
いじめ抜く
　
　いよいよ生産段階に入ると，
「センサは，センサメーカーの既製品の中
から選びました．そのうえで，センサの基
本的な使い方について，たとえばどのよう
な壊れ方をするのか，壊れたらどうなるの
かなど，センサメーカーから技術的な支援
をしていただきながら，高精度かつ信頼性
の高い角度検出技術を量産に持ち込みまし
た」と山﨑は話す．笠羽は，
「MEMSは微細な機械加工品なので，今
回はとくに高い精度が求められる開発でし
たから，自動車の振動などにも十分耐え，
かつ正確さを保持できる形状を選択しまし
た」と言うのである．

　熱や振動に対し，自動車部品は常に過酷
な状況にさらされる．
　こうして，乗車人数や，荷物の積載状況
に対して0.1度の精度を持つ，2センサタイ
プと同等の精度を備えたオートレベリング
システムが完成した．
　開発の山場となったのは，「ラジコンを
使っての確認でしたね」と山﨑．
　「これによって，加速度センサを使う方
法で開発ができそうだという方向性が確認
できましたから」．
　笠羽は，「そもそも基本原理の着想が得
られたことはもちろんですが，そこから製
品へ持ち込むまで，一筋縄でいかないこと
が多々あり，人によって運転に癖があると
か，走行距離が極端に短いと補正できない
など壁がたくさんありました」と，振り返る．
　そのうえで，山﨑はこの開発について，
「多くのアイデアにより成り立っている開
発ですから，私の案でうまく前へ進めない

とき，笠羽が手伝ってくれ，ラジコンカー
を使ってみるとか，また走行実験で多くの
人の手を借りたり，意見をもらったり，プ
ロジェクトチームというような人々の協力
があってやり遂げることができ，一人では
至らぬところを助けてもらうことを今回は
体験する開発でした」と，語る．
　笠羽は，「私は研究所の所属ですが，こ
の開発のときには技術本部の所属というこ
とで山﨑と一緒に作業を進めてきました．
研究から量産まで，一連の流れのなかで物
を仕立てるのがどういうことかを学んだ開
発になりました．そして，頭を使うだけで
なく，評価の大事さを実感しました．当初
から，目指す目標はブレていませんが，走
行実験などでは何をもって良しとするのか，
そうした評価基準の持ち方に苦労しまし
た」と，研究からものづくりへ至る難しさ
と面白さを振り返るのである．
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久々 の過給エンジンは

The Inline 4 Cylinder 1.2L Turbocharged Direct Injection Gasoline Engine

世界戦略の必然だった

トヨタ自動車（株）

直列4気筒1.2L直噴過給
ガソリンエンジン

3Chapter



15

久々の過給エンジンは世界戦略の必然だった
―トヨタ自動車（株）―

トヨタ自動車（株）

グローバル戦略の中での
ダウンサイジング

　排気量を従来に比べ小さくし，燃費性能
を高めたうえで，出力を補うため過給を用
いる，いわゆるダウンサイジング直噴過給
ガソリンエンジンは，2008年にフォルクス
ワーゲンのゴルフで，ツインクラッチ式ト
ランスミッション（DCT）と組み合わさ
れて日本市場にお目見えした．当初は，排
気量1.4Lの直噴ガソリンエンジンに装備す
る過給装置に，ターボチャージャとスー
パーチャージャを併用するシステムで登場
したが，約半年後にはターボチャージャの
みの仕様も誕生した．以後，ターボチャー
ジャのみで同社のダウンサイジング直噴過
給ガソリンエンジンは構成され，最終的に
最小排気量は1.2Lまで引き下げられている．
　これをきっかけに，ヨーロッパの自動車
メーカー各社は，ドイツ勢を手始めに，ダ
ウンサイジング直噴過給ガソリンエンジン
の普及に取り組んでいる．そして現在では，
V型エンジンを搭載してきたような上級車
種にも，2.0L級の直列4気筒ダウンサイジ
ング直噴過給ガソリンエンジンの適用が広
がっている状況だ．
　背景にあるのは，温室効果ガスの削減へ
向け，欧州連合（EU）と欧州自動車工業
会（ACEA）が2008年までに，排出される
CO2量を各自動車メーカー平均値で140g/
kmとする合意に至ったことに始まる．こ
の規制は順次厳しさを増し，2021年には
95g/kmまで削減する目標が掲げられてい
る．CO2排出量に関するこうした欧州情勢
は，アメリカを含め，世界的な動向となり
つつある．
　トヨタ自動車は，1997年に世界初の量

産ハイブリッド車プリウスを発売して以
来，ハイブリッド車の普及によりCO2削減
を追求してきた．だが，ここにいよいよダ
ウンサイジング直噴過給ガソリンエンジン
を登場させた．そのトヨタブランド第一
弾が，排気量1.2Lの8NR-FTS型ガソリン
エンジンである．トヨタがダウンサイジン
グ直噴過給ガソリンエンジンの開発に取り
組み始めた背景を，パワートレーンカンパ
ニー エンジン開発推進部 エンジン企画推
進室の池田 晃浩室長は次のように語る．
「トヨタの環境戦略の中で，ハイブリッド
システムに限らず，電気自動車や過給エン
ジンなど，様々に先行開発をしてきていま
す．ダウンサイジング直噴過給エンジンの
コンセプトについては，10年以上前から東
富士研究所で進めていました．
　2010年 ご ろ か ら， 弊 社 で は〈 も っ と
いいクルマづくり〉や，〈Fun to Drive 
Again〉などをスローガンに，走る喜びや
乗る楽しさをもった商品を，環境性能と両
立させながら実現するため，ダウンサイジ
ング直噴過給ガソリンエンジンを搭載する
商品の必要性が高まってきたのです」．
　こうして，ダウンサイジング直噴過給ガ
ソリンエンジンの量産市販へ向けた開発が

本格化する．その際，ダウンサイジングす
る排気量は，どのように決められていった
のだろう．
「トヨタのグローバルな商品戦略の中で，
今年50周年を迎えるカローラクラスは大
きな存在です．自然吸気エンジン1.5〜1.8L
級を代替するエンジンを考えた結果，出力
と燃費性能からダウンサイジング率を検
討し，1.2Lとしました．決定には，お客様
にその性能が納得していただけるかどうか，
競合他社の動向も調査しています」（表1）．

トヨタが久しぶりに出す
過給エンジン

　トヨタが過給ガソリンエンジンを実用化
するのは，かなり間をおいてのこととなる．
エンジン本体の基本設計について，池田は，
「ボア×ストロークは，熱効率を上げるた
めにはできるだけロングストロークにした
いのですが，直噴を使う上でボアを小さく
し過ぎると，筒内に燃料を噴射した際に内
壁に燃料が付着してしまいます．また，筒
内へ空気を入れるうえでもボアを小さくし
すぎないようにしなければなりません．こ
の三つの要件をうまく調和させる諸元を，
机上の構想とシミュレーションをあわせて
確認し，決めていきました」と話す（図1）．
　過給を行うターボチャージャについて
は，パワートレーンカンパニー パワート
レーン先行総括室の品川 知広グループ長
が，次のように説明する．
「今回は，かつてドッカンターボと言われ
た時代ほど高い出力を目指すのではなく，
トルクの出るエンジン回転数をいかに下げ
るかを考えました．社内でも走りの質に対
する機運が高まっていましたし，お客様の
アクセル操作に的確に応答するトルクカー
ブとはどういったものか考えれば，おのず
と高出力より低速トルクが重視すべき目標
になります．また，排気量1.2Lエンジンの，
素のトルクの大きさと，過給によるトルク
増大との調和を図ることも大事なことだと
考えました」．
　以上のような基本概念のもと，実際に
ターボチャージャをどう選定し，どう使い
こなすかに苦労があったと，品川は続ける．

ドイツ勢が先行したダウンサイジング直噴過給ガソリンエンジンだが，
トヨタは10年も前から先行開発を続けていた．
それはエンジン開発の多角化の一つであった．
走る喜びと環境性能を両立し，
グローバルに展開する時が来たと判断したトヨタは，
より高度なエンジン効率のため，様々な新機構を投入した．

表1　8NR-FTSエンジン主要緒元

Displacement (cc) 1196

Bore × Stroke (mm) Φ71.5 × 74.5

Compression Ratio 10.0

Injection System DI

Spray Shape Fan Spray

Valve Mechanism 16-Valve DOHC, chain drive, 
VVT with mid-position lock system 

(Intake), VVT (Exhaust)

Intercooler Water-cooled

Max. Power (kW/rpm) 85/5200-5600

Max.Torque (Nm/rpm) 185/1500-4000

Fuel 95RON

Emission Euro6，J-SULEV

Turbocharger Single-scroll

Transmission 6 speed MT, CVT
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ド技術が活きています」と，トヨタが20
年に及ぶハイブリッド車開発で培ったエン
ジン技術の成果を紹介する．加えて，品川は，
「しかし，渦を作ることによる背反は，ポー
トを通る空気量が減ってしまうことです」

と言う．「それでもハイブリッド車は，出
力性能が落ちるところをモータ駆動で補え
ます．ターボエンジンでは，過給されるこ
とで吸気の空気量が増えるため，さらに渦
を強くしていかないと筒内で燃料がよく混

3Chapter

図2　シングルスクロールターボチャージャ外観

「ドッカンターボの時代とは空気の使い方
が異なります．以前は，自然吸気エンジン
にターボチャージャを追加する考え方でし
たが，今回は，ダウンサイジングによって
小さくなった排気量に，過給による空気を
どう入れていくかに苦労しました．
　ターボチャージャは，レクサス用の排気
量2.0Lにはツインエントリーターボを使っ
ていますが，この1.2Lにはシングルエント
リーターボを選んでいます（図2）．ここで，
ターボチャージャの大きさや，カムの作用
角，制御の仕方など，シミュレーションも
しましたが，久しぶりの過給エンジンとい
うことで，やはり実際のエンジンで試して
みないと分からない点も多く，先行開発の
段階で，吸気ポートは4〜5種類，ターボ
チャージャも3〜4種類は仕様の異なるも
のを使って，試行錯誤しました．
　また，CVT（ベルト式無段変速機）との
協調も含め，システムとしての設計が，今
回のエンジンの要だったと思います．
　過給することで，空気を入れればトルク
も上がるし出力も出るだろうとの大枠は分
かっていても，ターボチャージャのタービ
ンは，エンジン回転を上げるだけでは実は
空気が十分に入らず，排気圧力が高まった
ところでどう回転を制御するかが勝負所に
なりました．また，ドライブトレーンの
CVT担当から，これまでCVTは自然吸気
エンジンに対する適合しか経験がないため，
ターボラグによって，エンジン回転数が上
がっているのになぜ出力がついてこない
のかと言われることもありました（図3）．
そうした一つひとつの事象を，エンジン側
とドライブトレーン側とで一緒に検証し，
解決していく必要がありました」．
　動力性能の作り込みと同時に，8NR-
FTS型エンジンでは理論空燃比で運転さ
れる領域がエンジン回転数のほぼ全域と広
く，燃費性能が優れる点も見逃せない．池
田は，
「それを実現するうえで，ハイブリッド用
エンジン開発によって応用できたのが，燃
焼速度を上げるため，吸気に強い渦を作る
ところでした（図4）．鍵を握るのは，吸
気ポートを高タンブル形状にすること，そ
れから，燃焼室形状です．ここにハイブリッ

図1　高タンブルポートと最適化された
　　　　　 ピストン形状

CVT 
(Accel.=100%)

0.0

6

5

4

3

2

1

6
0.5 1.0 1.5 2.0

Time (S)

Ac
ce
le
ra
tio
n 
(m
/s
2 )

2.5 3.0 3.5 4.0

CVT
(Accel. pedal position=70%)

Manual transmission
(Accel.=100%)

図3　CVT変速制御の最適化

図4　吸気乱れと流量係数を両立するポート形状の最適化
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久々の過給エンジンは世界戦略の必然だった
―トヨタ自動車（株）―

ざってくれないということも起こります」
と，補足する．
　池田は，「ハイブリッド用エンジンで積
み上げてきた技術に加え，エキゾーストマ
ニホールド一体のシリンダヘッド（図5）
という新技術を加えていくことで，過給エ

ンジンでの理論空燃比の実現を果たしてい
ます．そのために，シミュレーションもし
ましたが，最終的には実際のエンジンで確
認することが不可欠でした」と話す．品川も，
「エキゾーストマニホールド一体シリンダ
ヘッドと燃焼室形状を決め込むところは最

後まで手が掛かり，ピストン形状は3ヵ月
で10種類くらい試しました．ここで，東
富士研究所が総力を結集し，尽力してくれ
たのです」と振り返る．
「たとえば，実験するためのピストン交換
を，通常1〜2日は掛かるところ，半日で
やってほしいとお願いし，実験現場の方か
らは『俺たちを殺す気か？』と言われたり
もしましたが，わずかな差にもこだわって
より良い燃焼を求め，必死だったのです」．

ターボエンジンであることを
意識させない快適性能

　性能開発から量産へ向けて，新たな課題
も生じた．
「量産の間際になって問題になったのは，
騒音です」と，品川．「ターボチャージャ
が回転する際に生じるヒューンという音や，
スロットルオフでの空気が抜ける音，ウェ
イストゲートのバルブが振動して出る音な

池田 晃浩 Akihiro IKEDA

トヨタ自動車株式会社
パワートレーンカンパニー
エンジン開発推進部
エンジン企画推進室長

「このエンジンは，いわゆるカタログ諸元
的にはそれほどずば抜けた性能値を持っ
ているわけではありませんので，受賞の
第一報を聞いて，驚いたというのが最
初の気持ちです．私が入社して 10 年
でこの開発が始まりましたので，これま
での 10 年間のすべてを入れ込んだ集
大成にしようと取り組んだ開発でしたか
ら，それが認められたことに喜びを感じ
ています．同時に，多くの仲間と開発し
てきましたので，彼らへの感謝の思いが
改めてこみ上げてきました」

工藤 雅仁 Masahito KUDO

トヨタ自動車株式会社
パワートレーンカンパニー
エンジン設計部
エンジン開発統括室 主幹

「技術開発賞をエンジンで獲るのは
難しいと聞いていましたので，内定
を戴いた際はビックリしました．今
回は，私が代表として申し込みまし
たが，私がやったことは一部で，開
発にかかわったみんなで作ったエン
ジンですので，そこが嬉しく，感謝
の気持ちで一杯です」

品川 知広 Tomohiro SHINAGAWA

トヨタ自動車株式会社
パワートレーンカンパニー
パワートレーン先行総括室
グループ長

「賞に申請をしたとき，エンジン単
体では無理だろうと話していました
ので，受賞を工藤から聞き，思わ
ず嘘つくなと言ってしまいました

（笑）．今回は企画段階からかかわ
り，思いを込めて取り組んだエンジ
ンでしたから，素直に嬉しかったで
す．私は，適合を担当した仲間の代
表者なので，みんなに感謝していま
す．家では，妻が楯をもって〈重た
い！〉と言った一言が忘れられませ
ん」

大脇 一之 Kazuyuki OWAKI

トヨタ自動車株式会社
パワートレーンカンパニー
エンジン開発推進部
エンジン企画推進室 グループ長

「当初は，そういう賞に申し込んだ
のだという程度の認識でしたので，
受賞を聞いて驚きました．本社の実
験現場の皆さんたちも良い開発だっ
たと言ってくださっていたので，一
緒に取り組んだ苦労が賞として認め
られ，嬉しいですし，改めてみんな
に感謝しています．家では子供に楯
を見せると〈パパ凄い〉と言ってく
れ，家族と一緒に喜べたことも嬉し
かったです」

Upper water jacket

Lower water jacket Sub-water jacket

IN

OUT

OUT

Cooling water flow

図5　エキゾーストマニホールド一体型シリンダヘッド
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ど．それこそドッカンターボ時代は，そう
した騒音もターボエンジンらしさというこ
とで受け入れられたかもしれませんが，ダ
ウンサイジング直噴過給ガソリンエンジン
では，ターボエンジンであることを意識せ
ず，誰でも快適に使えることが必要です．
もちろん，いまでもターボエンジンらしい
音を聞きたいという声もありますが（笑）」．
　量産へ向けた開発段階から生産に至るま
でを担当したパワートレーンカンパニー 
エンジン設計部 エンジン開発統括室の工
藤 雅仁主幹は，この騒音問題について次
のように振り返る．
「騒音対策では，たとえば，ターボチャー
ジャの回転軸を一品一品バランスの修正を
しています．修正すること自体は従来も
やっていることですが，我々が求める要求

精度の高さに，部品メーカーの方も驚かれ
ていました．それを実現するため，部品メー
カーの方にも一緒に現象を確認していただ
き，共に開発を進めることで前進させるこ
とができました．その際には，部品メーカー
の方にも，騒音の現象を掴むことに興味を
持っていただくことができました．
　品質管理の部署からは，これで大丈夫だ
と言われた水準に達していても，自分が買
うとしたらこうあって欲しいというところ
まで騒音対策を徹底することで，やり切っ
たという思いになりました．同時にまた，
生産へ向けて時間が限られるなか，問題解
決のスピードアップも求められ，この段階
まで来ると関係する部署や人も多くなりま
すから，量産へ向けてこの騒音問題が山場
だったと思います」．

　ほかにも，量産へ向けては，車両に搭載
した際の熱の課題もあったと，池田は話す．
「カローラクラスということで，ターボ
チャージャが追加されるエンジンを，小さ
なエンジンルームに納めるところに苦労し
ました．しかも，このエンジンは，客室側
にターボチャージャを取り付ける配置なの
で，熱が篭りやすく，熱の歪みがたまって
しまうのです．
　解決策は主に二つで，一つはエンジン
ルーム内のターボチャージャの熱をいかに
外へ抜くか．ここは，導風を制御するガイ
ドを設け，その際，エンジンルーム内を実
測した温度を基に，シミュレーションを通
じて解明していきました．
　もう一つは，ターボチャージャを水冷式
とすることですが，そのウォータジャケッ
トをどういう形にすればいいか，地道に対
策を積み上げていきました．
　ターボチャージャが一つ追加になること
で，大変さが倍々で増えていきました」．

問題は議論で解決した
開発チーム

　量産段階で，信頼性を実現していくのは，
パワートレーンカンパニー エンジン開発
推進部 エンジン企画推進室の大脇 一之グ
ループ長の役割である．
「エンジン本体の基本設計部分，シリンダ
ブロック，ピストン，クランクシャフト，
コンロッドといったところは，設計のチー
フが細部まで丁寧に設計してくれていたお
かげで，開発中に問題を生じることはほと
んどありませんでした．この開発は，燃焼
や制御に苦労しましたので，そこでエンジ
ンが壊れていたら，かなり難しい状況に
なっていたでしょう．
　また，私自身も，ターボエンジンは初め
てでしたから，熱の課題解決は難しかった
ですね．エキゾーストマニホールド一体シ
リンダヘッドのような新技術も，あるとき
急に採用が決まったりして，常に駆け回っ
ていたという印象です．
　それでも，問題が起こるとみんなで議論
を重ね，各々の部署の意見を押し付けるの
ではなく，みんなで一緒に解決していこう

3Chapter

　ダウンサイジング過給エンジンとは，小さ
な排気量で，およそ 1.5 倍の排気量の自然吸
気エンジン並みの動力性能を得られるように
開発されたエンジンである．排気量を小さく
抑えることで燃費を改善し，一方，排気量が
小さくなることで不足する出力を過給で補う
手法である．受賞した排気量 1.2L のトヨタ
8NR-FTS 型は，コンパクト・ミドルクラス車
両への搭載を前提に，適正コストと十分な動
力性能を得るため，シングルエントリーターボ
チャージャを選択している．そのうえで，排気
カムの作用角を小さくしオーバラップ期間と
脈動のタイミングをずらして排気干渉を最小
化したり，低回転時の吸入空気量を増加させ
たりすることにより低速トルクの向上を図って
いる．その結果，1500 〜 4000rpmで最大
トルク 185Nm を実現した．同時に，エキゾー
ストマニホールド一体シリンダヘッドを新採用

し，排気冷却を行い，理論空燃比での運転
領域を最高車速の 97％まで，ほぼ全域に広
げている．

世界展開を見据えたコンパクト・ミドルクラスのダウンサイジング過給エンジン
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久々の過給エンジンは世界戦略の必然だった
―トヨタ自動車（株）―

というチームワークのいい開発プロジェク
トでした．誰かが話していると，自然に周
りに人が増え，議論が熱を帯びていくこと
が何度もありました」．
　池田も，「そうですね．課題をどう解決
すればいいか，議論を尽くしたうえで設
計し，実験してみるという手順でしたか
ら，実験で物が壊れて奔走したという苦労
はありませんでした」と振り返り，加えて，
「生産技術の部隊とも一体となって取り組
んできたため，たとえば，エキゾーストマ
ニホールド一体シリンダヘッドは，ターボ
チャージャをすぐ近くに取り付けたいため
排気ポート出口が下を向くという，独特の
形状になっているのですが，生産側からす
ればおかしな形状であるため，難しいとい
う話になるところです．しかし今回，同じ
組織で，同じ空気を吸って，一緒の仲間と
して仕事を進めてきたので，生産の方たち
もトヨタ初のダウンサイジング直噴過給ガ
ソリンエンジンを一緒に実現しようと，協
力していただけました」．
　トヨタとして久しぶりのターボエンジン
で，しかもトヨタ初のダウンサイジング直
噴過給ガソリンエンジンの開発に携わった
開発者たちは，この開発で何を手にしたの

だろうか．
　エンジン設計のリーダーを担った池田は，
「基本パッケージから細部設計まで，どの
ようにエンジン全体をまとめ，進行してい
くかという開発に携われたことによって，
技術者として成長できたのではないかと思
います．また，新しい技術に挑戦するうえ
で，実現したいという思いがあれば叶えら
れるという手ごたえを感じています」と言
う．
　量産段階から生産へ向けて担当した工藤
は，「これまでは要素部品の担当でしたが，
今回はエンジン全体を初めて担当し，技術
者として，部品〜エンジン〜車両性能とい
うように，より視野を広げて見ることがで
きました．そして工場出荷まで立ち会えた
ことが自信になっています」と語る．
　初期開発から量産まで立ち会った品川は，
「もともとは東富士研究所の所属で，今回
初めて本社で開発の仕事につき，しかも適
合のリーダーとしてかかわり，やりたいこ
とを実現できた経験が自信につながってい
ます．試験や評価の仕方や考え方について
も，当初は不安もありましたが，これまで
の東富士研究所で行ってきた手法が本社で
も通じたことで安堵しています．また，東

富士研究所では仕事柄，構成要素の性能中
心に物事を見がちですが，車両全体を具現
化する視点で開発に携わることを本社で体
験し，これを今後の東富士研究所でも活か
していきたいと思っています」と話す．
　永年にわたり信頼性評価に携わってきた
大脇は，「およそ5年にわたり，先行開発
から量産の立ち上げまで一気通貫でかかわ
れたのは今回が初めてで，しかも信頼性の
リーダーとしての責任もあり，エンジン全
体の信頼性評価を見ることができたことが，
自分の成長につながったのではないかと
思っています．最後までやり遂げた達成感，
満足感があります」と思いを語った．
　ダウンサイジング直噴過給ガソリンエン
ジンとCVTの組み合わせは，トヨタ初の
ことであると同時に，欧州で先行するダウ
ンサイジング直噴過給ガソリンエンジンの
競合は，DCT（デュアルクラッチ・トラン
スミッション）との組み合わせが多く，当
初はCVTとの相性を疑問視する声もあっ
たという．だが，最終的には，トヨタの
CVTとの組み合わせを選びたいとの声を
欧州で手にするまでになり，この開発は，
先行する欧州の競合に一矢報いる成果も達
成したのである．
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原価低減に

Development of the Fuel Cell System of the World First Commercialized FCV

飛び道具はない

トヨタ自動車（株）

世界で初めて燃料電池車の一般販売を可能とした
燃料電池システムの開発

4Chapter
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原価低減に飛び道具はない
―トヨタ自動車（株）―

トヨタ自動車（株）

原価低減の
三原則

　1990年代，世界の大手自動車メーカーは
こぞって燃料電池車の開発を本格化させた．
そして2000年前後からは，実証実験車を
市場に投入し，市販へ向けた知見の収集に
取り組んだ．
　しかし，ある特定の利用者に限定される
ことなく，広く一般に誰もが購入できる
燃料電池車の販売は，日本が先行し，ト
ヨタ自動車と本田技研工業のみが市販にこ
ぎつけた．なかでもトヨタの燃料電池車
MIRAIは，2014年12月に世界初の市販車
となり，販売価格も723.6万円（消費税込
み）という，トヨタの最上級車種であるク
ラウン・マジェスタ並みの価格を実現した．
しかも，環境車としての補助金や優遇制度
を活用すると，最大で約225万円相当が差
し引かれるため，実質500万円ほどで購入
できる．これは，クラウンのハイブリッド
車と同等の値段となる．
　実証実験車の段階では，1台1億円など
と噂されてきた燃料電池車だが，補助金や
優遇制度を加味すれば，その約1/20にま
で値段が下げられたことになる．身近な金
銭感覚でいえば，1万円の品物を500円に
まで値下げしてしまうための開発が，どの
ように行われたのか．燃料電池車の一般販
売を可能とした燃料電池システム開発を牽
引してきた，先進技術開発カンパニー FC
技術・開発部 主査の木崎 幹士は，原価低
減のとりかかりをこう話す．
「燃料電池の原価低減では，大きく三つの
やり方があります．量産効果を出すこと，
性能を上げることにより小型化することで
使う材料を減らす，そして，統廃合を進め
簡素化することです．それ以外に，燃料電

池の場合は，燃料電池固有の高額材料をい
かに安くできるかもあります．
　当初，社内では1億円などと言われた燃
料電池車を，そう簡単には安くできないだ
ろうといった雰囲気もありました．そこ
で，生産技術にも知見のある浅井が，部品
をこう作れば安くできるというような具体
的，かつ精緻な企画を立ててくれたことに
よって，〈これならできるのではないか〉
という潮目に変わり，社内的にも『燃料電
池，行けー！』となっていったのです」．
　具体的な原価低減のための精緻な企画と
は，どのようなものだったのか．Mid-size 
Vehicle Company MS製品企画 ZF技範の
浅井 尚雄は，次のように解き明かす．
「燃料電池の場合，良いものを正しく組み
立てれば良いものができる，というもので
はありません．そこが不思議なところです．

そこで，生産技術を含めた工程設計から
入っていかなければならないのです．同時
にまた，燃料電池の周りにある補器部品に
ついては，モータなどハイブリッド車の技
術を利用しながら細かく解析し，一つひと
つの機能部品から電線に至るまで，これは
どういうものであるのかという位置づけを
しっかり決めていきました．そのように具
体的な実態を社内や部品メーカーに見せて
いくことによって，開発を応援せざるを得
ない状況になっていったのです．
　さらに，トヨタと，トヨタグループの企
業の実力に負うところが大きかったと言え
るでしょう．たとえ綿密な計画が立てられ
ても，それを受け止め，実現できる土壌が
なければ到底できないことでした．
　こう話していくと，何か難しいことのよ
うに聞こえるかもしれません．しかし，実
は，原価低減に飛び道具はなく，無くす，
減らす，変える（高いものは安いものにす
る），この三つをやり遂げるしかないので
す．原価低減の原点は変わりません．そこ
に向かって，開発の方向性がきちんと示さ
れれば，おのずと進んでいきます」．
　特効の魔法はなく，愚直に原価低減の三
原則を進めるだけということだ．

実証実験の段階で，FCVは1台1億円といわれた．
とても一般市販できるレベルではない．
トヨタがとった原価低減の技術は地道な三原則の積み重ねであった．
その結果，補助金や優遇制度を活用すると，
実質500万円のFCVが実現したのである．

1台1億円とも言われた車両のFCシステム原価を1/20まで

　世界初の一般販売を実現したトヨタの燃料電池車 MIRAI の，市販へ向けた原価低減の技術
開発である．もちろん，安く作るだけでなく，量産市販車として魅力ある商品性を備えていなけ
ればならない．原価低減で大きな効果を発揮した開発の一つは，燃料電池の発電に欠かすこと
のできない水の補給を行う加湿器の撤廃である．燃料電池は，水素と酸素の反応後，電気を
生み出すと同時に水を生成する．その水を循環させ，活かすことで，追加装備である加湿器を
無くすことに成功した．同時にまた，水素と酸素の反応を促す触媒に使われる白金の使用量や，
水素貯蔵タンクに使われるカーボンファイバーといった高価な材料の削減も行い，さらに，世界
トップレベルの燃料電池性能を実現するため，革新的 3D ファインメッシュ流路という空気流
路の開発も行われ，実証実験車では１台１億円とも噂された燃料電池車 FC システムの原価を，
1/20 にまで圧縮し，世界初の市販に結びつけたのである．

写真：TOYOTA
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水が生成されるのだから
加湿器はいらないのではないか

　そのうちの，「無くす」の筆頭に挙げら
れるのが，加湿器を無くしてしまうこと
だった（図1）．
　燃料電池による発電には，水素と酸素の
イオン伝導を行う電解質膜内のため，膜に
適度な水分が不可欠で，トヨタを含め世界
の燃料電池車には加湿器がこれまで装備さ
れてきた．これを，原価低減のために無く
してしまおうというのである．
　木崎は，この発想をいとも簡単に話す．
「燃料電池は，発電の過程で水が生成され
ます．水が出てくるのになぜ追加の加湿器
が必要なのか？　そこに当初から疑問を感
じていました．そこで加湿器を外せるかど
うか，データに基づき，なおかつどう運転
すれば実現できるかを設計が検討したので
す」．
　実際に設計を担当した技術開発本部 FC
技術・開発部 FC機能設計室 FC評価グルー
プ長である窪 英樹の口から，思わぬ答え
が返ってきた．
「予備検討からMIRAIが完成するまで7〜
8年の歳月がかかりましたが，はじめのう
ちは加湿器無しでも意外と普通に発電でき，
苦労はありませんでした．電極だけの実験
セルや，小さなモジュールを使った試験で
は，発電できたのです．さらにモジュール
の数を増やしてみたり，白金を減らしたり
しながら，燃料電池以外の部分も簡素化し
ていっても発電できました」．
　ほかの自動車メーカーからも，加湿器を

無くすことはできないとの声を聞いていた
だけに，拍子抜けするような結果だった．
ところが…
「クルマに燃料電池を搭載し，走らせてみ
たら，問題が起きたのです．ドライバーは，
いろいろなアクセル操作を行うため，そう
した様々な状況で十分に発電できないこと
が起こりました．
　改めて振り返ってみれば，我々は燃料電
池のことを熟知していますし，また実験担
当として燃料電池が可愛いですから，研究
室内で，発電できるような条件で実験に取
り組んでいたと言えるのです」．
　木崎は，このときの様子を，「燃料電
池としては，MIRAIで実用化したときと
同等の114kWの性能を持っていましたが，
クルマに載せてみたら，半分くらいの出力
しか出ませんでした．加速しようとアクセ
ルペダルを踏み込んでから，10〜20秒く
らい待たないと期待された出力に追いつか
ないのです．それでは使い物になりません．
　担当役員からも，性能評価の担当者に任
せるだけでなく，開発者自ら運転し，走ら
せながら開発しなければダメだと言われま
した」
　さっそく窪は，出力が追いつかない原因
を探り始めた．
「セル内にセンサを取り付けてみると，発
電しているところと，発電していないとこ
ろがあり，また生成水が欲しいところにな
かったり，逆に多すぎたりと，偏っている
ことが分かりました．加湿器があれば均一
に水が行き渡り，そういうことは起こらな
いのですが，加湿器を外して実際にクルマ
で走ってみると，そういうところが見えて

きました」．
　解決のため，水素と酸素が反応し，それ
によって発電後に排出される生成水を燃料
電池の水素側へ回す，カウンターフローと
いう手法を用いることになる（図2）．
「その考え方は以前かあり，目新しいとい
うわけではありません．ただ，それを本格
的に活用し，加湿器を無くすところへ攻め
た開発をして実用化したのは，トヨタが初
めてだと思います」と窪．続けて，
「水素側へ生成水を戻すためのポンプなど，
技術面だけでこれが実用化できたわけでは
ありません．アクセルペダルが踏まれてい
れば，生成水が出てきますから余るほど水
は得られるのですが，一定速度で走行した
り，普段からあまりアクセルを強く踏み込
まないようなお客様であったりすると，水
が足りなくなり，ポンプで水素側へ戻す以
上に水が外へ逃げてしまうことになります．
そこで，どのように生成水を水素側へ戻し
たらいいか，制御の重要性が出てきまし
た」と話す．
　木崎は，「出力と関係なくポンプを回す
ことで，乾いている方へ空気側の水を戻す
制御をしているのです」と補足する．
　ここでも原価低減の視点は不可欠であっ
た．浅井は，
「イオン交換膜，ポンプの能力，コンピュー
タ制御の三つがそれぞれ機能分担を行い，
うまく性能を出すことによって，ある一つ
の部分に大きな費用が掛かってしまうのを
抑えられます．総合力で解決していくこと
が大切なのです」と，原価の視点に立った
開発の仕方を説明するのである．

4Chapter

図1　自己加湿による加湿器の廃止 図2　新型セルの流路構造
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原価低減に飛び道具はない
―トヨタ自動車（株）―

貴金属の白金を
どこまで減らせるか

　次は，原価低減の三原則の一つ，「減ら
す」にまつわる開発だ．
　燃料電池で発電を促すために必要なのが
白金触媒である．この白金は，貴金属のた
め非常に高価だ．その使用量を減らすこと
は，燃料電池車を開発するすべての自動車

メーカーが目指すところである．そこを
担ったのは，無機材料技術部 触媒設計室 
グループ長の水谷 宣明である．
「原価低減といって，真っ先に目を付けら
れるのが材料です（笑）．触媒がなければ
発電できないわけですが，では，どうやっ
て減らすことができるかを考え抜きました．
白金のところに水が反応物質を運んで来て
発電が起こるのですが，水が届かないとこ
ろに白金があっては無駄になります．そこ
に目を付けました．
　触媒はカーボンの上に白金が載っている
構造で，白金はできるだけ分散し表面積を
稼ぎたいため，従来はカーボンに開いた穴
に白金がついていました．しかしそこに水
が届かなければ無駄になります．今回取り
組んだのは，穴のないカーボンの表面に白
金を付けることでした．カーボンの表面に
白金がついていれば水と接触できますから，
無駄を省けます．
　しかし，単にカーボンの表面に白金を付
けるだけでは，白金同士が固まって，逆に

表面積を減らしてしまいます．そこで，小
さい粒のまま白金を穴のないカーボンに付
ける材料開発を，材料メーカーと一緒に行
いました（図3）．また，ガス拡散層の開

木崎 幹士 Mikio KIZAKI

トヨタ自動車株式会社
先進技術開発カンパニー
FC技術・開発部 主査

「自動車技術会という権威ある機関
から，賞を戴けて，純粋に，光栄で
あり感謝しています．第 60 回の際
にも，氷点下での始動性や，航続距
離の延長で受賞し，次はもっといい
開発でもう一度挑戦しようと思って
いましたので，それを達成できた感
慨があります」

浅井 尚雄 Hisao ASAI

トヨタ自動車株式会社
Mid-size Vehicle Company
MS製品企画 ZF技範

「自動車産業にかかわるものとして，自
動車技術会から賞を戴けるのは一番有
り難いことです．開発している最中は，
このようなことは想像もつかず，いま嬉し
く思っています．愛・地球博の折に両
親に燃料電池バスに乗りたいとせがま
れ，好きだった箱根駅伝の先導車両を
MIRAI が務めることを見せることができ，
そして賞を戴けたらという三つの願いを
かなえることができ，両親に報告できまし
た．大勢の人たちの努力によって果た
せたことであり，仲間に感謝しています」

窪 英樹 Hideki KUBO

トヨタ自動車株式会社
先進技術開発カンパニー
FC技術・開発部 FC機能設計室
FC評価グループ長

「自動車業界の賞を戴くことができ，
光栄で，嬉しい受賞だと感謝してい
ます．開発中は帰宅が遅くなり，子
供と会えるのが朝くらいでしたが，
その頑張りが形となり，いい記念に
なりました．ありがとうございます」

水谷 宣明 Nobuaki MIZUTANI

トヨタ自動車株式会社
無機材料技術部 触媒設計室
グループ長

「周りの方々に支えられ，その代表とし
て受賞させていただき，有り難いと思っ
ています．材料を担当するなかで，燃料
電池車がなかなか世に出せない期間も
長く，その間，予算も人員も削減されて
きましたけれども，やり続けたことで市販
にまで到達し，そしてこの受賞にもつな
がり，大変嬉しく思っています」

大神 敦幸 Nobuyuki OGAMI

トヨタ自動車株式会社
先進技術開発カンパニー
FC技術・開発部 水素貯蔵設計室
先行開発グループ長

「素直に，ありがとうございますとい
う思いです．開発したメンバー全員の
成果だと考えています．帰宅の遅い
日が続き，家族にもずいぶん苦労を
かけたなと思っていますが，この受賞
で理解もしてもらえたと思います」

図3　開発されたカーボンの表面に
白金が付けられた材料
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発と合わせ，システムとして総合力を発揮
させました．
　材料では，実際にはやや原価を上げてし
まうところがあります．しかし，新たな成
果を得るためどこか一つは技術で頑張らな
ければならないところがあるのです．それ
を達成することで，全体として原価低減を
果たせるなら，多少のコスト高は認めて戴
けることでした．材料として成果を出すま
で苦しかったですが，同時に材料開発の面
白さも改めて経験しました」．
　同時に，燃料電池の小型化によって「減
らす」を実現したのが，空気流路の3Dファ
インメッシュ流路開発である．ここで再び
窪の登場となる．
「流路の溝の弱点は，溝が接触していると
ころだけ発電し，浮いて隙間のあるところ
では発電できないことです（図4）．そこで，
全体が均一に押さえられる構造はないか，
いろいろな溝を試しました．そして，拡散
層をヒントに，機械加工ができる3Dファ
インメッシュ流路に行き着いたのです（図
5）．拡散層を上手に使い，均一に空気流路
を押さえ，ガスを均一に電極に拡散し，生
成水も均一に出ていく構造です．拡散層を
うまく使うというところが発想の転換とな
り，スッキリ腑に落ちる構造を実現するこ
とができました」．
　浅井は付け加えて，「機械加工によって
同じものを何枚もプレス成型できる点で，
安く量産できる効果があります．クルマに
搭載される一つの燃料電池スタックで370
枚のセルがあり，それをたとえば3000台
用意するとしたら，110万枚以上という数
に上ります．この成型はどのメーカーでも
できることではなく，トヨタグループ各企
業の力量が発揮された点ではないでしょう
か」と，話す．
　年間1000万台前後にのぼる自動車販売
で世界一を競う，トヨタならではの底力と
言えるだろう．
　また，木崎は，「料理用ラップのような
薄い高分子膜に，しわにならずきれいに白
金を塗っていくことなど，そこはトヨタの
生産技術部門の力量がものをいっています
（図6）．私はかつてエンジン開発をして
いましたが，エンジンでは考えられないよ

うな生産技術が必要です」と，燃料電池車
特有の生産技術の難しさに言及した．

カーボンファイバーを
20％削減したタンク

　原価低減は，燃料となる水素を貯蔵する
タンクにも及んでいる．そして，タンクで
使用されるカーボンファイバーの使用量を
20％削減したのである．
　先進技術開発カンパニー FC技術・開発
部 水素貯蔵設計室 先行開発グループ長の
大神 敦幸は，

「高価な材料であるカーボンファイバーの
使用量を減らすため，若手設計者とCAE
担当者が頑張りました．これまでは，タン
クの端の丸みを持つ部分と，胴体の筒の部
分との結合部だけを補強するためにもかか
わらず，全体に巻かれてしまうカーボン
ファイバー層が何層もありました．そこで，
それらの層を無くすためのライナー形状を
考え，強度を確保しながらいかに無駄を省
けるか，まずCAEで確認を繰り返しまし
た（図7）．そのうえで，実際にライナー
型を起こし，設計通りに物が作れるか，強
度を保てるかを検証していきました．こう
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図4　溝流路構造 図5　3Dファインメッシュ流路
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によって速やかに吸い出される
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開発積層

② フープ層でドーム形状を成形，結合部補強

図7　新旧積層構成の比較

図6　フルサイズMEAによる膜 /電極接合セル
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原価低減に飛び道具はない
―トヨタ自動車（株）―

して新しいライナー形状にうまく積層する
構成を作り上げました．当然ながら，生産
での若干のばらつきも考慮して，強度を確
認しています．
　また，トヨタの水素タンクは，口金が他
社に比べやや大きめです．口金のアルミニ
ウム合金も高価な材料ですが，カーボン
ファイバーに比べれば安価です．口金を大
きくすることでカーボンファイバーに発生
する反力を軽減しながら，使用量を減らす
ことができ，原価低減に貢献しています．
　一つひとつの構成部品単位で考えるので
はなく，全体で最適な解答が得られるもの
づくりになっていると思います」．
　浅井は，「原価低減と口で言うのは簡単
です，しかし，ではどうやってそれを実現
するのか．そのために，開発プロジェクト
のみんなが付いてきてくれなければ達成で

きません．そこに知力を結集できたことに，
この開発の凄さがあると思っています」と，
開発の要を語る．
　加えて木崎は，「世の中のためになると
いう燃料電池車の重要性を，開発の全員が
深く理解していたのも，世界初の燃料電池
車市販にこぎつけた大きな背景になってい
ると思います．その高い志が，幾つもの危
機を乗り越えさせたのではないでしょう
か」と振り返る．
　この開発を通じ，水谷は，「無理だと思っ
たらできなかった開発だったと思います．
上司からは，常に，どうすればやれるのか
提案してくれと言われてきました．そして
やってみて，やり切れたことが自信につな
がっています」と話す．
　窪も，「最後まであきらめず前向きにや
り続けたことで，上司に言われたことがや

がて自分の目標になり，やり切れたという
自信につながったと思います．また研究室
での実験だけでなく，クルマ作りに通じる
仕事ができ，辛かったけれど，終わってみ
れば楽しく嬉しい時間を過ごせたと思って
います」と振り返るのである．
　大神は，「問題が生じたとき，いろいろ
な知恵を持つ人たちが集まることで，多く
のことが解決できることに気づかされまし
た．課題を一つひとつ解決していくトヨタ
の力を実感した開発でした」と語る．
　原価低減で牽引役となった浅井は，「原
価低減に飛び道具はないと言いましたが，
当たり前のことを確実にやることが成果に
つながっていくことを，まさに実感しまし
た．
　そして，木崎は，「この開発プロジェク
トは，地球だとか，未来のためにやってい
るというのが背景にあり，そのように開発
の目標が大きいと，普段起きる課題が，ちっ
ぽけなことで悩んでいると思えるようにな
ることを学びました」と，ビジョンの大切
さを話す．
　トヨタの燃料電池車MIRAIは，2016年
の9月時点で累計2000台を販売し，年間
2000台の生産体制は整えられている．
「燃料電池車の生産は，たとえ困難があっ
ても誰かがやらなければならないこと」と，
浅井は最後にその大義を語った．

開発棟には従来のスタック，燃料タンクなどが展示されていた
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理想のAWD実現から

Development of New Four-wheel Drive System Achieving Safety, Security and Fuel Economy

導き出したトルク配分

マツダ（株）

安心安全と低燃費を両立する
新型四輪駆動システムの開発

5Chapter
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理想のAWD実現から導き出したトルク配分
―マツダ（株）―

マツダ（株）

四輪駆動の燃費が悪いのは
駆動トルクの掛け過ぎ

　四輪駆動は，タイヤに伝えられるトルク
を4輪に分散するため，タイヤのグリップ
限界である摩擦円を有効に活かすことがで
き，走行安定性に貢献する．
　前輪駆動車の場合は，とくに前輪に駆動
と操舵の両方の機能が集中するため，タイ
ヤの負担はより高くなり，グリップの限界
を超える可能性も考えられる．たとえば冬
の雪道などでは路面の摩擦係数が下がるこ
とにより，そもそもタイヤが発揮できるグ
リップ限界も下がり，スリップを起こしや
すくなる．
　その点，四輪駆動車であれば，前後のタ
イヤでトルクを分担することが可能になり，
摩擦係数の低い滑りやすい路面状況におい
ても，タイヤがグリップを維持しやすくな
る．
　一方，四輪駆動では，エンジンからの駆
動力を伝達する経路が増えることにより，
機械損失が増え，二輪駆動に比べ燃費が悪
化傾向にある．今日，燃費性能は消費者に
とって重要項目の一つであり，また，気候
変動への影響や省エネルギーの取り組みも
含め，自動車の高効率化は欠かすことので
きない状況となっている．
　そこで，四輪駆動の利点を享受しながら，
燃費を悪化させないための開発が行われた．
その背景について，パワートレイン開発本
部 ドライブトレイン開発部長の土井 淳一
は，
「マツダが目指すのは，“人馬一体”のクル
マづくりであり，それは，いつでも，どこ
でも，どんな道でも，人が意のままに運転
できることです．このことは，雪上でも同

じで，安心・安全を提供し，四輪駆動に
よって普通に運転できることにこだわって
います．そのうえで，四輪駆動車なのに低
燃費だという理想を掲げ，技術のブレイク
スルーによって，走りと燃費を両立させる
ことを目指しました」と語る（図1）．
　四輪駆動でありながら，燃費を改善する
鍵を握るのは，損失の低減だ．パワートレ
イン開発本部 ドライブトレイン開発部 第
2ドライブトレイン開発グループ アシスタ
ントマネージャーの八木 康は，
「一番の肝となるのがタイヤです．タイヤ
が走行中にどのような状態にあるかを捉え
ること．これまで四輪駆動車の燃費が悪
かった理由は，駆動トルクを必要以上に掛

けすぎていたためです．必要な時に必要な
だけトルクを掛ければ，燃費を悪化させず
に済みます．前輪で走れる場面では前輪で
走り，後輪にトルクを配分することが必要
な時はいつなのかを考えました」と開発の
手掛かりを話す．
　その手掛かりをどう開発につなげていっ
たのか．八木は続けて，
「運転者が，タイヤの滑りを感じる前に後
輪へトルク配分すれば，最小の伝達トルク
でタイヤの滑りを抑えられるだろうと考え
ました．その際，タイヤが滑る量は路面状
況によって異なりますから，予め路面状況
を知る必要があります．そこで，停止して
いても，ハンドルを操作したときタイヤが
路面をこすることで摩擦を測ることができ
るのではないかとも考えました」と言う（図
2）．
　そうした八木の取り組みを，パワートレ
イン開発本部 ドライブトレイン開発部 第
2ドライブトレイン開発グループのマネー
ジャーである松田 光伸は，次のようにみ
ていた．
「八木の苦労は，路面の摩擦係数や，道路

四輪駆動は走行安定性が高いが，燃費が悪い．
そんな常識に挑戦した開発が行われた．
なぜ燃費が悪いのか．必要以上のトルクをかけていたからだ．
では最適にトルク配分しよう．
それはもう一つの燃費悪化要因である，
駆動による機械損失も減らすことにつながった．

駆動反力による路面摩擦判定 ステアリング反力による路面摩擦判定
図 2　i-ACTIV AWD の路面摩擦判定

図 1　AWD 駆動力配分とエネルギー損失
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の勾配，外気温の違い，さらに真っ直ぐ
走っているかカーブを曲がっているのかな
ど，天文学的な組み合わせとなる状況の違
いに対して，その一つひとつについて，ど
れだけトルクを配分すればいいか，本当に
必要な量を確認し，積み上げていくことで
した．いつ，どのような時に必要かは，あ
る程度想定できます．しかし，配分すべき
トルク量は，実際に走ってみて，実験結果
を積み上げていくしか方法はありません」
と，苦労をねぎらう．
　土井は，「路面が様々な条件により微妙
に変化していくなかで，タイヤと路面の摩
擦がどう変わっていくかという知見は，一
般にはありませんでした．ですから，我々
が自ら計測器を自動車に取り付け，いろい
ろな道を走ってみるしかなかった．しかし
そのおかげで，滑りを判定するための知見
が手元に残りました．そうしたなかで，止
まっているときにも摩擦を計測できないか
という発想に至り，人が滑りやすい路面で
まず靴底を地面に触れて左右に動かし滑り
やすさを確認するのと同じように，ハンド
ルを切ってみれば，パワーステアリングの
反力から路面の摩擦を測ることができるだ
ろうということになったわけです」．
　また，運転者が感じる前にタイヤの滑り
を検知する研究開発の中で，人の不感帯が
あることにも気付かされることになるのだ
が，ここも八木が活躍する．
「そもそも，二輪駆動でゆっくり走ってい
るときでも，タイヤは滑りを生じることで
グリップを生み出しているという，いわば
タイヤの基本について，実は社内でも認識
している人は少なかったのです．北海道で
の計測試験で得た結果を上司に報告すると，
定量値でみると説得力があるなという反応
で，北海道で試験をした最大の成果がこれ
だと言われました．自分としては，当たり
前に思っていることでも，計測データで示
すことの大切さに気付かされました」（図3）．
　不感帯について，パワートレイン開発本
部 ドライブトレイン開発部 第2ドライブ
トレイン開発グループのアシスタントマ
ネージャーである丸谷 哲史は，
「人の感じ方を知ることによって，運転者
が滑りを感じず，また走りが不安定になら

ないところにタイヤの滑りを収めていくと
いう，開発の方向性が明確になっていきま
した」と振り返る．
　それを実現するには，人が感じないうち
に素早く後輪へトルク配分することが不可
欠だ．「常に4輪にトルクを配分すれば走り
は安定しますが，それでは燃費が悪化しま
す．必要のない時にはトルク配分せず，必
要となったら瞬時にトルク配分をするには
どうしたらいいか．前輪駆動から四輪駆動

へどう素早く滑らかにつなげるかが，開発
の鍵を握ります」と，丸谷．
　その解決のため，微小なトルクを後輪に
与え，これによって時間差を詰めて，素早
いトルク配分の実現につなげていくことに
した．
　土井は，「全体の燃費からすれば，無視
し得る範囲のトルク伝達です」と，説明する．
　その最適化のため，松田は「いかに素早
くトルクを立ち上げるかが肝心で，そこは
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必要最小限のトルク配分で燃費向上

　トルクを 4 輪に分担させることで走行安定性を実現する四輪駆動は，一方，駆動系の機構が
増えるなどによる損失によって燃費が悪化傾向になる．そこを改善し，四輪駆動の走りと燃費
を両立する開発が行われた．これまで，四輪駆動のトルク配分は，前後のタイヤの回転差を基
に行われてきたが，タイヤは常にわずかな滑りを生じさせながらグリップ力を発生しているという
基本に着目し，運転者が感じる前のわずかな滑りを検知し，必要最小限の後輪へのトルク配分
を実現した．そのため，路面状況に応じたタイヤの滑りから最適なトルク配分を実現する実走
行実験を重ねた．停車中においても，パワーステアリングの反力と操舵角から路面とタイヤの摩
擦を検知する手法も併用した．後輪へトルク配分する機構部分の損失についても，必要最小限
のトルク配分を通じた限界設計により小型軽量化を行い，潤滑油も新規開発による低粘度合成
油とした．さらに，風洞実験を通じ冷却性能を向上させるなど，二輪駆動車に迫る燃費性能を
実現した．

図 3　タイヤの微小スリップと不感帯
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理想のAWD実現から導き出したトルク配分
―マツダ（株）―

電子制御の得意なところです．これを構築
するため，北半球が夏の時期にはニュー
ジーランドまで出かけ，雪上走行を行って
煮詰めていきました」と話す．
　加えて，土井が「もちろん，基本は北海
道の上川郡剣淵町にテストコースがあり，
そこを基点としながら，町の協力を戴き，
冬季閉鎖中の町道をお借りして実際の道で
検証できたことは，大きな成果でした」と
剣淵町に感謝を述べる．
　後輪への素早いトルク配分では，実際の
トルク配分を行うカップリングの精度も重
要だ．制御とともにカップリング機構の開
発も担当した丸谷は，
「カップリングのバラツキに対処して精度
を上げるため，カップリングの出荷段階で
単体のトルク特性を全数計測し，車両組付
後に制御プログラムに書き込むことでトル
クバラツキを補正しています．きめ細かい
制御を実現するには，電流に対してカップ
リングを締結する特性をプログラムで調整

しなければならないからです．サプライ
ヤーの方や，車両組立工場にも協力して頂
き，必要な時に必要なだけトルク配分する
ことを成立させることができました」と，
周囲の協力に感謝を述べる．

内側から小さく
軽くしていく

　走行安定性と燃費向上を両立させるため，
四輪駆動をいかに使うかについては以上だ
が，四輪駆動の燃費を悪化させてきた要因
には，二輪駆動に加えて増える機構部分の
機械損失もある．
　パワートレイン開発本部 ドライブトレ
イン開発部 第2ドライブトレイン開発グ
ループのアシスタントマネージャーである
三戸 英治は，
「どこまで後輪駆動機構を小型化できるか
は，どれくらいの駆動力が掛かるのか，必
要とされているのかという点とのせめぎあ

土井 淳一 Junichi DOI

マツダ株式会社
パワートレイン開発本部
ドライブトレイン開発部 部長

「技術開発賞を賜り，ありがとうござ
います．技術者冥利に尽き，嬉しく
思います．妻や子供 2 人も喜んでお
り，また友人やサプライヤーの方か
らお祝いの言葉も頂戴しました．こ
の 5 人が代表ではありますが，多く
のメンバーが開発には携わっており，
頂戴した楯はメンバーにお披露目し，
みなで喜びを共有しました．メンバー
みんなの受賞だと思いますし，誇り
でもあります．次に開発している技
術でも受賞できるよう，邁進したい
と思います」

松田 光伸 Mitsunobu MATSUDA

マツダ株式会社
パワートレイン開発本部
ドライブトレイン開発部
第2ドライブトレイン開発グループ
マネージャー

「エンジニアを永年やってきて，何が
励みになってきたかと言いますと，お
客様やジャーナリストからの評価でし
たが，この受賞で，開発してきたこ
とが間違っていなかったと実感しまし
た．会社生活のゴールを迎える前に
受賞することができたことも，喜び
です．そして，駆動系に脚光が集ま
り，メンバーみんなが誇りを持てたの
ではないかと思います．関係する皆さ
んに感謝します」

八木 康 Yasushi YAGI

マツダ株式会社
パワートレイン開発本部
ドライブトレイン開発部
第2ドライブトレイン開発グループ
アシスタントマネージャー

「この受賞を，誇らしく思います．
一番うれしかったのは，表彰会場で
胸に赤い花をつけて歩けたことでし
た（笑）．子供たちにも，ホラホラ
と自慢できたのがよかったです．北
海道やニュージーランドでの試験で
長期間不在がちでしたので，親父が
何をしていたのか，形になるものを
戴けてよかったです」

三戸 英治 Eiji MITO

マツダ株式会社
パワートレイン開発本部
ドライブトレイン開発部
第2ドライブトレイン開発グループ
アシスタントマネージャー

「名誉なことで，嬉しく思っています．四
輪駆動で受賞できるとは思っていません
でしたので，なおさらでした．周りの人た
ちの反響も有り難く，家族は仕事のこと
を詳しくは知りませんでしたから，凄いね
と，喜んでくれました．ほかの部署の方々
からも，おめでとうと言って戴き嬉しかっ
たと同時に，開発に協力してくださった
みなさんに感謝しています」

丸谷 哲史 Tetsushi MARUTANI

マツダ株式会社
パワートレイン開発本部
ドライブトレイン開発部
第2ドライブトレイン開発グループ
アシスタントマネージャー

「名誉な賞を戴き感謝しています．楯を
家に持ち帰ると，妻と子供が凄いと言っ
て，喜んでくれました．父や，妻の両親
からもお祝いの声をかけてもらい，非常
に嬉しかったです．また，通勤のバスの
中で，同乗した人に凄いねと声を掛けら
れもしました．この受賞ができたのも，サ
プライヤーの方や，開発チームのメン
バーの御協力と御尽力のおかげであり，
感謝しています」
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いでした．ここを，八木とすり合わせしな
がら設計を進めました．
　そして，中の歯車を小さくすれば，ケー
スも小さくなります．ケースの設計では，
ベテランが肉厚を決めて強度や剛性を解析
していくと，耐久性の面から肉厚を上げて
いく傾向になります．ここにコンピュータ
シミュレーションによる，入力に対し剛性
最大，体積最小を求める，位相最適化の手
法を取り入れ，最小寸法で，高剛性・高強
度を探っていき，最終的には肉厚を従来の
6mmから2.5mmまで，半分以下に下げる
ことができました（図4）．
　4輪の駆動のさせ方という考えとすり合
わせをしながら，シミュレーションもうま
く利用した成果です」．
　この開発の道筋を，松田は次のように解
き明かす．
「軽量化の基本は小型化です．その際，内
側の機構から限界設計で小さくすると，実
現することができます．たとえば，ドライ
ブシャフトをまず細くする．すると，ベア
リングも歯車も小さくできます．そして，
ケースも小型化できる．逆に，外のケース
を小型化するという考えで始めると，耐久
性は大丈夫なのかとか背反する懸念材料が
出てくるので，なかなか狙い通りに小型化
を達成することはできません．
　マツダでは“一括企画”といって，この先
の商品群について，一車種ずつ企画するの
ではなく，一括して計画を立てることをし
ています．これにより，将来的にこの四輪
駆動を必要とする車種が事前に明らかにな
りますから，そこを見越して要素設計する
ことができます．今回の例でいえば，デミ
オからCX-9まで，車両重量やエンジンの
諸元まで先が見えていましたから，最も大
型のCX-9で通用する機構なら，CX-5には
問題なく使えることになり，実際，台上試
験で評価する際に壊れるということはあり
ませんでしたし，実車に搭載しても壊れて
対策に追われたことはありません」．
　丸谷は，「トルクの使い方と，物の作り
方の二つが，相乗効果で良い結果を生み出
したといえます」と話す．
　機械損失の低減では，潤滑油の開発も重
要性を帯びた．実は，ハイポイドギヤの潤

滑油について，これまであまり進化はな
かったと，三戸は打ち明ける．
「同じ部署内に，オートマチックトランス
ミッションの開発チームが居て，そこで
はATフルードを進化させてきていたので，
彼らから学びながら開発を行いました．
　従来は，鉱物油を使っていましたが，半
鉱物油，合成油それぞれについても検討し，
その結果，低抵抗を極めるには合成油であ
ることにたどり着きました」（図5）．

　ただし，価格が高くなる．松田は，
「そこは，購買担当との綱引きになりまし
たが，単価は高くても，使用量を半減すれ
ば採算が合うのではないかと折衝しまし
た」と熱意がこもる．
　また，三戸は，潤滑油の乱れをなくす取
り組みも行っている．
「アクリルを使い，機構全体を外から見る
ことのできるケースを作り，潤滑油の様子
を目視できるようにしました．従来は，ア
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図 4　肉厚を半分以下にしたデフケース
図 5　合成油で抵抗を減らした

       ハイポイドギヤ（下）

図 6　右の従来型デフケースと内部潤滑油の流れを見るために作られたアクリルケース

図 7　RDU 内のオイル挙動 CAE
（a）形状最適化前 （b）形状最適化後

オイル流れの乱れ
乱れの抑止
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理想のAWD実現から導き出したトルク配分
―マツダ（株）―

ルミニウムのケースに部分的に穴を空け，
アクリル板を張って中を覗いて見られるよ
うにしていたのですが，それでは，たとえ
ば乱流そのものは確認できても，その先で
潤滑油がどうなっているのかが分かりませ
ん．しかし今回は全体が透けて見えるので
流れを確認でき，流れを整える整流フィン
を設け，潤滑油を滑らかに流せることによ
り，潤滑の抵抗も減らすことができ，また，
潤滑油の使用量を減らすことができました．
実際にケースの中をすべて見られたことは，
私にとって衝撃でした」と，クリアケース
の効果に満足した様子である（図6，7）．
　その成果については，土井も，
「可視化できたことは，潤滑油の渦をマク
ロでとらえ，机上とのすり合わせも行うこ
とができました．そして，損失を抑えれば，
燃費だけでなく，潤滑油の温度が上がらな
くなり，劣化も抑えられるのです」と，成
果の大きさを説明するのである．

基礎技術を磨き
理想を描いて開発する

　この開発を通じて得たものについて，八

木は，「二つあります．一つは，座右の銘
のようではありますけれど，できると思っ
たらできるということを実感しました．も
う一つは，自動車を走らせているのはタイ
ヤだということに改めて思い至ったことで
す．タイヤをどう使うか，タイヤを介して
のやりとりに，改めて気づかされました」
と話す．
　丸谷は，「挑戦が大事だということ．技
術者は，挑戦したいと思う一方で，失敗を
恐れ躊躇するところがあります．しかし，
思い切ってやってみれば，課題が見えてく
るので，挑戦することが何より大事である
と思いました．もう一つは，理想を掲げ，
開発に取り組むことです．制約などあって
困難も伴いますが，それは技術者にとって
幸せなことだと思っています」．
　三戸は，「理想を描いて開発する大切さ
を痛感しました．20年来ユニット担当をし
てきて，これまであまり進化を実感してこ
なかったのですが，クリアケースで内部を
見，潤滑油の理想を追求したことで，これ
ほど変わるものなのか，自分でも驚いてい
ます．肉厚を半分以下の2.5mmという限界
設計もできました」．

　松田は，「基礎技術を磨くことの大切さ
です．ノーベル賞を受賞される先生方も，
基礎研究の大切さを説いておられますが，
基礎研究は今日の糧とはなりにくいかもし
れません．しかし，それがいかに役立つも
のであるかをしっかり考え，資源としてい
くのが私の役目だと思っています．また，
理想とは，単に抵抗ゼロを目指す夢のよう
なことではなく，理論的に説明できる限界
を追求することだと考えています」．
　そして土井は，「人間の特性をしっかり
見据えたうえで，理想を目指し，志高く，
やり切れたのがこの開発の良かったところ
だと思っています．毎年，メンバーと一緒
に北海道へ行き，自らハンドルを握って運
転しましたが，雪道で普通に運転できる嬉
しさを実感しました．理想に向けてはまだ
課題もありますが，さらに技術を磨いてい
きたいと思っています」．
　この四輪駆動技術の導入により，燃費に
対する懸念が軽減され，また，運転者が滑
りを意識することなく，いつもと同様に運
転できる安心から，マツダの四輪駆動車販
売はこれまでの倍以上に伸びているという．
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鉄から始まりすべての素材に

To Achieve a High Collision Safety and Weight Reduction, the Development of Ultra-lightweight, 
High-strength Frame Cross-section Technology by Optimization Method

応用できる形状最適化

マツダ（株）

高い衝突安全と軽量化を実現した，最適化手法による
超軽量・高強度フレーム断面技術の開発

6Chapter
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鉄から始まりすべての素材に応用できる形状最適化
―マツダ（株）―

マツダ（株）

最良ではなかった設計から
最良の設計に行く過程に

　自動車の質量のうち，車体が占める割合
はおよそ25％に及ぶ．これをいかに軽く
仕立てるかは，燃費性能はもとより走行性
能にも影響を及ぼすことであり，CO2排出
量を大幅に減らすことが求められる今日で
は，開発の重要項目となる．同時に，衝突
安全性能についても高水準を競う状況にあ
り，衝突時の車体変形において車体フレー
ム（骨格）の曲げ強度に求められる要求は
高まっている．
　鋼板を高強度（高ハイテン化）・薄肉化し，
軽量化を求めながら強度を上げていくこと
は鉄鋼メーカーによって日進月歩の開発だ
が，車体のフレームを形作る断面の崩壊が
起こることによって生じる強度の低下は，
材料が本来持つ性能を下回ってしまうよう
な状況を引き起こしている．そこで，曲げ
変形時におけるフレーム断面の崩壊を抑え
る形状の開発が行われた．こうすることに
より，鋼板が本来持つ能力を活かし切り，
アルミニウム合金やカーボンファイバーコ
ンポジットといった高価な材料を使わなく
ても，軽量化と高強度の両立を実現しよう
というのである．
　技術研究所 革新研究創成部門 兼 先進
ヒューマン・ビークル研究部門のアシスタ
ントマネージャーである本田 正徳は，開
発の発端を次のように語る．
「軽量化のため，鋼板をどんどん薄肉化し
ていく時代の流れにあって，鋼板も高性能
化していくわけですが，やがてその性能を
使い切れなくなっていくだろうということ
は，研究を進める中でも予測されているこ
とでした」と，技術課題が予見されていた

ことを打ち明ける．
　また，車体開発本部 ボデー開発部 ボ
デーシェル開発グループの主幹である松岡 
秀典も，
「高強度の鋼板を使っても，期待したほど
強度が増えていかないことは，経験上から
も実感していたところです」と言う（図1）．
　車体で使われる材料を，鋼板からアルミ
ニウム合金やカーボンファイバーコンポ
ジットなどに置き換えることが軽量化にお
いて効果的だとの印象があるが，それら高
価な材料を価格競争の厳しい小型車で自在
に使うことは難しい．そこで，鉄を使い切
る開発が始まった．
「当初の開発は，当然ながら基礎研究から
手を付け，原理原則に基づいてフレーム断
面のメカニズムを解き明かし，徹底的に断
面崩壊の抑制を追求していました．しかし，
どうしても技術的に越えられない壁があり

ました．そこに，形状の最適化やデータ解
析をやっているという宮島の仕事の様子を
耳にし，協力して取り組めれば大きな成果
が出せるのではないかと思ったのです」と，
本田は断面崩壊ゼロという理想実現に向け
て動き出した．
　車両開発本部 衝突性能開発部 衝突性能
先行技術開発グループでシニア・スペシャ
リストの立場にある宮島 陽一は，
「元々の担当は，内装のエアバッグやシー
トベルトの衝突性能開発で，シミュレー
ションを使った最適化を永年やってきてい
ました．その過程で，横浜国立大学の于

う

強
きょう

先生が，次の段階の最適化があると言って
おられるのを知り，応用できないかと思っ
たのです．従来の最適化とは，コンピュー
タに自動計算させて最良の設計を探すこと
でしたが，于強先生は，最良ではなかった
設計から，最良の設計に行く過程にあるパ
ラメータの変化から読み取れるストーリー
にこそ価値があるというお考えで，是非開
発に適用してみたいと思いました」．
　パラメータの傾向に，技術者が意味づけ
をしていくことにより，性能を向上させる
ための原理や道筋が浮かび上がってくると
いうのである．それは抽象的な情報である
がゆえに，どのようなことにも応用できる
利点もあると考えられた．

鋼板の耐張力性能は上がり，
高性能な薄板で車体フレームが作られるようになってきた．
しかし高価な材料を使っても，鉄の性能は使いきれているのだろうか．
その疑問から出発したこの開発は，断面形状の見直しから始まった．
その成果は鉄だけではなく，
すべての材料にも適用できる形状研究となった．
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〈本技術〉断面崩壊の制御による材料性能の最大活用

△ 従来形状（440MPaハイテン） 
○ 新形状（980MPaハイテン）

図1　本開発技術の狙い
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「シミュレーションから開発の手掛かりを
得るということは，白紙から考えだそうと
するのに比べ，生身のエンジニアだけでは
辿り着けなかった新しい発想がデータから
生まれてくるという面白さがあります」と
宮島．

フレームの上面だけではなく
縦の面に注目

　こうして，今回の開発で着目したのが，
車体のフレーム形状の上面だけではなく，
縦面にも工夫をこらすことであった．本田
は，
「上面だけでは限界があり，薄肉化と強度
を両立させるため鉄を使い切るには何とか
しなければという思いの中から，縦面に目
を付けることにつながりました」と，いき
さつを話す．
　フレーム断面の崩壊は，上面が圧縮に
よって座屈することで起こることは広く知
られてきたが（図 2），加えて，縦面が曲
げられて座屈する際，とくに上面から縦面
へ曲がる部分付近での支持力が低下するこ
とも大きな要因の一つであることを解明し
た．そこで，縦面に新たに支持力を出させ

る形状を与える手法を編み出したのである
（図 3）．本田は，
「縦面の板が，荷重が入ることにより外へ
開こうとするのを，自ら支える形を与える

ことで，強度を補えることを発見しまし
た．さらに，その形を与える場所や角度に
適値があるということを，縦面付近に焦点
を絞った基礎研究で解明しました．これに
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　高張力鋼板や，超高張力鋼板の登場により，薄板で軽量な車体構造
を構築できるようになっている．だが一方で，荷重を受けた際の車体
フレームの曲げ強度の点で，高性能な鋼板が持つ能力を必ずしも十分
に活かし切れていない現状がある．そこで，鋼板が持つ本来の性能を
引き出すフレームの断面技術を新しく構築した．これまで，比較的単
純な断面形状であったフレーム面に，追加の形状を与えることで，衝
突による曲げ荷重がかかった際の座屈強度を高める．これまであまり

注目されることのなかったフレーム断面の中でも縦面と呼ばれる部位
の上から１/ ４ほどの位置に，支持形状となる折り曲げの形を追加す
ることにより，従来の 1.5 倍の強度を得た．その理想状態を実現する
ため，新たな手法のコンピュータ解析を用いることで座屈する直前の
形状がもっとも最適であることも発見する．新たな設備や，新素材を
使わず，鋼板の性能を最大に活かし，小型車など原価の厳しい車種に
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よって，材料の力を十分に引き出すことが
できます．
　そこからさらに，実際のフレーム断面に
折り込む上では，よりよい位置があるので
はないかと，ここでコンピュータシミュ
レーションを活用したのです．1000点に近
いシミュレーションによるビッグデータを
統計的に分析し，実は，その最適値からほ
んの少し離れたところに，さらに良い断面
形状群が存在し，より高い強度を発揮でき
る形へ進化させることができたのです．ま
た，その最高性能の断面形状群と，そうで
ない形状群の断面変形の挙動を細かく分
析・比較することにより，最大強度を発揮
させるための，新たな原理を発見すること
ができました．それによって，これまでの
単に四角いフレーム形状に比べ，1.5倍の
強度を得られることになりました」．
　この成果を土台に，さらに，フレーム断
面の一部に高強度発泡剤を充填して縦面の
強度をさらに強化したり，荷重に対し変形
する途中の挙動を制御することで衝撃エネ
ルギーの吸収力を1.7倍に向上させたりも

している．

実用化への
“共創”の取り組み

　フレーム縦面の支持力を高める形状を加
える技術を，実際の車体設計に適応してい
く取り組みをしたのが，技術研究所 先進
ヒューマン・ビークル研究部門 コンフォー
トビークル研究のテクニカル・スペシャリ
ストである河村 力であった．
「本田が構築した技術コンセプトを実際の
車両に適応する過程で，新たな問題にぶつ
かりました．それは，現実の交通社会では
様々な方向から衝突事後が発生する可能性
があり，お客様を本当に守り抜くためには

本田 正徳 Masanori HONDA

マツダ株式会社
技術研究所 革新研究創成部門
兼 先進ヒューマン・ビークル研究部門
アシスタントマネージャー

「もともと，早く技術を生み出しお
客様や社会のためになる製品を出し
たいという想いが強かったですので，
技術者の基本として，それを実現し
た嬉しさがまずあります．そのうえで，
今回戴いた賞は，製品として世の中
に役立つ技術に対する賞だと思いま
すので，この受賞によりそこが認め
られたことに喜びを感じています」

河村 力 Chikara KAWAMURA

マツダ株式会社
技術研究所
先進ヒューマン・ビークル研究部門
コンフォートビークル研究
テクニカル・スペシャリスト

「受賞を実感したのは，社外の方か
らお祝いのメッセージを戴いたとき
でした．それによって対外的にも大
きな賞を受賞したのだと実感しまし
た．家に帰り，妻に自慢することも
できました（笑）」

椙村 勇一 Yuichi SUGIMURA

マツダ株式会社
車両開発本部
衝突性能開発部
衝突性能先行技術開発グループ

「この度は，技術開発賞という名誉
ある賞を戴き，誠にありがとうござ
います．この受賞は，開発当初に掲
げた目標の実現に向け，研究，開発
部門のメンバーが一つになって活動
してきた結果が高く評価されたもの
だと思っております．本開発にあた
り，共著の皆と支援して戴いた開発
メンバーには感謝の気持ちでいっぱ
いです．今後もさらなる技術の発展
を目指して新たなことにチャレンジ
し，開発を推進していきたいと思い
ます」

宮島 陽一 Yoichi MIYAJIMA

マツダ株式会社
車両開発本部 衝突性能開発部
衝突性能先行技術開発グループ
シニア・スペシャリスト

「私の家族や，実家の両親が喜んで
くれ，何年振りかの赤飯を炊かれま
した（笑）．両親が大変に喜んでく
れ，楯は実家の神棚に飾ってありま
す．従来携わってきたソフトウェアに
よる支援の仕事から，世の中に影響
を及ぼせる物づくりにかかわれたの
が一番嬉しかったことです」

松岡 秀典 Hidenori MATSUOKA

マツダ株式会社
車両開発本部 ボデー開発部
ボデーシェル開発グループ 主幹

「受賞する前に，ドイツでデミオの車
体について講演をしたのですが，アル
ミニウムとかカーボンファイバーコン
ポジットといった話ではなかったせい
か，ドイツ人の関心が薄かったようで
した．帰国後に受賞を知り，地味な
技術ですが，日本人にはこういう基
本的な研究開発が認められ，マツダ
らしく，また日本人らしい評価を戴け
たことを嬉しく感じました．材料を使
い切る発想は，鋼板以外にも，アル
ミニウムにしても樹脂にしても，応用
できる技術ですから，いずれドイツ人
も理解してくれるでしょうし，そのと
きには我々が優位性を持てるのでは
ないでしょうか．混流生産や少量生
産でも，基本技術のところで使い切
る良い設計をすることが大事だと思
います．これまで表彰というと表彰
状一枚でしたが，楯も戴けて嬉しかっ
たです．
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複雑な荷重入力に対応する必要があります．
たとえば，Bピラーは単純な曲げ荷重を受
けますが，サイドシルは側面衝突による曲
げ荷重に加え，ねじり荷重も加わり，理想
的な断面形状も異なります．実用化へ向け
たこうした取り組みを，原理原則に基づい
たメカニズム解明に加え，宮島と計算科学
を活用することで解き明かしていきました

（図 4）」．
　たとえば，Bピラーでは1.5倍の強度が出
ているのに対し，サイドシルでは1.1〜1.2
倍の向上しか当初は見られませんでした．
そういった実用化へ向けた適用に苦労しま
した」．
　こうした場面で，マツダが提唱する“共
創”の取り組みが成果をもたらしたと本田
は語る．
「それぞれの担当で苦労がなかったという
ことはありません．それでも，高価な材料
を利用する前に，鉄の性能を使い切るとい
う発想は，みんなの共感を得やすく，研
究所だけでなく，車体設計や実験，また
CAEなど関係部署が一緒に取り組めたこ
とによって，成果に結びつけることができ
たのだと思います」．
　共創については，宮島も，
「マツダは小さな会社ですから，みんなの
顔が分かっているので，ここから先はあな
たの仕事という段階であっても，互いに知
り合いですから，みんなで知恵を出し合っ
て答えを導き出すことがやりやすい環境に
あります．また，鉄を使い切るというテー
マが分かりやすく，面白そうなので，技術
者みんなが首を突っ込みたくなることも
あったでしょう」．
　この技術を車体製造に活かすうえで，松
岡は，
「小型車のデミオから，この技術を適用し
始めましたが，とくに小型車の場合には，
元々車体も小さいので，強度を確保しなが
ら軽量化するのが難しい状況にありました．
そこに，この技術が生まれたので，飛びつ
いたというのが実際です．
　デミオは日本での生産に加え，タイやメ
キシコでも作りますので，海外では様々な
事情から，そう簡単に材料置換することは
難しいのです．

　しかしこの技術は，既存の材料や設備を
活かして軽量化と高強度を両立できます．
実は，まだ少し先の実用化を目指して開発
されていたのですが，さっそく採り入れた
いと思ったところ，誰も反対する者もなく，
救われました」と，技術の汎用性を強調する．
　そして，実際に適用してみると，
「ユニット試作や，3点曲げ試験，そして
試作車へと導入していくなかで，向上が見
込まれる強度の予測と，実際に得られる強
度との差がなく，これなら量産車に採り入
れても問題がないと確信し，どんどん導入
を図っていきました」と，理論だけでなく
実車に活かせる技術であることを，松岡は
確信したのである．

失敗を苦労と取るか
次への答えの成果と取るか

　本田は，「研究には約4年の歳月が掛かり
ました．その裏には，幾つもの失敗は，当
然ありました．しかし，それを苦労と思う
か，次の答えにつながる成果と考えるかが
重要だと思います．その意味で，いろいろ
なことがけっこううまくいった研究テーマ
だったというポジティブな印象が強いです
ね．まったく結果が出ないといった時期は
なかったと思います．また私個人の思いと
しても，早く商品化に貢献し，人の役に立
つ技術にしたいという意識で取り組んでき

ました．
　この開発を達成できた背景には，マツ
ダでは“モデルベース開発”と呼ぶ，シミュ
レーションを活用した開発があります．マ
ツダではシミュレーションを早い時期から
数多くやってきて，シミュレーション技術
を蓄積してきました．モデル上でどんどん
アイディアを試すことができたので，実際
に物を作って，試験をしてということに比
べて，はるかに開発が順調に進みました」
と，これまで蓄積されたシミュレーション
技術の重要性と効果に触れるのである．
　ボデー設計に永年携わってきた松岡も，
「計算回数は，他社と比べてもマツダは多
い方ではないでしょうか．また，単に既存
のシミュレーションソフトを利用するとい
うのではなく，マツダならではのシミュ
レーションの使い方ができていると思いま
す．たとえば，自動車一台分のすべての板
厚を最適化できる技術を持っています」と
話す．
　Bピラーから始まった採用箇所は，バン
パーレインフォース，ナンバー2クロスメ
ンバー，リヤフレーム，サイドシルに及び，
いずれにおいても曲げ強度を大幅に向上さ
せるに至り，なおかつグローバル展開され
ている．フレームの形状変更だけで，新た
な設備投資がいらない点も技術展開を世界
に広げる後ろ盾となっている．
　そのうえで，本田は，

6Chapter
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「この技術は，強度という側面においては，
鋼板に限らず，アルミニウムや樹脂など，
別の材料にも考え方を用いることのできる
高い汎用性があります．もちろん，材料ご
との特性に応じた追加検討は必要でしょう
が，どのような材料においても使い切るた
めの技術思想として，基盤となる素養を備
えています」と語るのである．
　今回の開発を通じて，河村は，
「この研究が始まったころは，座屈という
ことについての学術的な知識がありません
でしたが，開発にかかわることによって基
幹技術が蓄積し，人の技術水準が高まった
ことを実感しています．また，こうして表
彰されるほどみんなで成功体験ができまし
たので，このメンバーならまた成果を出せ
るという一体感は，長期的に持続できてい
ると思います」と，技術者としての成長の
手応えを語る．
　宮島は，「もともと私は，シミュレーショ
ンの技術者として働き，自動車開発は経験
していませんでしたが，CAE業界の情報
を活かして物づくりに携わることができた
のがよかったと思っています．必要とされ
る時期に，必要とされる技術を導入するこ
とができました．製造に近い場所で，性能

に貢献でき，これまでとは違う経験ができ
ました」と，新たな体験に喜びを覚えてい
ると話す．
　松岡は，「これまでの開発では，技術研
究所で生み出した技術を，設計が料理して
生産につなげる流れでしたが，今回の開発
では，早い段階から互いに相談しながら共
同で進めることになり，設計の立場で技術
開発にかかわれた点が新しかったと思いま
す．そして，設計者も技術開発をするとい
う風土も生まれました．それから，今回ほ
どトントン拍子で進められたのは，経験上

初めてです」と，共創の成果を実感している．
　本田は，「研究対象としては古典的で地
道な印象のテーマですが，研究のやり方と
しては，マツダが追求すべき形が入ってい
ました．技術的には原理原則を基にしなが
ら，最先端のシミュレーション技術も積極
的に採り入れ，理想を追求する．そして，
組織の壁を超えた共創によって理想を具現
化していく．この二つが，マツダの強みで
す．今回の技術開発の経験は，今後へ向け
た財産になったと思っています」と，締め
括った．
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LEDランプ実現のための

Development of MonoLED Module (Tail/Stop Lamp, Stop Lamp, Rear Fog Lamp)

まったく新しい形

市光工業（株）

MonoLEDモジュール
（Tail╱Stopランプ，Stopランプ，Rear Fogランプ）の開発

7Chapter
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LEDランプ実現のためのまったく新しい形
―市光工業（株）―

市光工業（株）

標準化と，原価低減のための
チップ・オン・ボード

　自動車用ランプの，白熱球からLEDへ
の置き換えは，軽自動車クラスを含め普及
段階に入っているといえるが，それでもま
だランプごとの専用設計であるなど，原価
低減へ向けた努力は日夜進められている．
　この開発は，消費電力を白熱球の1/10に
抑えることのできるLEDランプをさらに
普及促進するため，小型・軽量・防水構造
を兼ね備えたソケット型とすることで，白
熱球と競合し得る低価格を求めたLEDラ
ンプの実現にあった．
「そもそもの開発の出発点は，とにかく低
コストのランプユニットを作るところから
始まっています」と，話すのは，イノベー
ション統括グループ 先行開発部 シグナル
デバイス開発課の主務である松岡 健二で
ある．そこから，開発は次の段階へ発展した．
「ランプアッセンブリーとしてではなく交
換が可能で，また小さな光源にできること，
そして白熱球に替えてLEDにできること
が，目標になりました．自動車の省エネル
ギーへの取り組みは厳しく，自動車メー
カーからの要望が高まってきたからです」
と，開発の背景を語るのは，イノベーショ
ン統括グループ 統括部長の白川 和隆であ
る．
　そして，開発メンバーの中に，イノベー
ション統括グループ 先行開発部 シグナル
デバイス開発課の主管として中野 勝昭と
山本 有輝が加わった．
「白熱球に替わるための標準化と，原価低
減という二つの目標を同時に実現するに
は，通常のやりかたではできないというの
が私の考えでした．素子を直接基板に実装
するチップ・オン・ボードを提案しました．

これによって，究極のLEDランプとする
ことができれば，二つの目標を両立でき
る．その後押しを，大河戸 昌也がしてくれ，
山本と私・中野を含めた三人で，材料，素
子，構造，構成を検討しながらランプ概念
を構築していきました」（図1）と，開発
の動き出しの様子を語る．
　そのうえで，技術的な利点については，
「これまでは，LED間の距離が離れてい
たので，個々にレンズをもっていかなけれ
ばなりませんでしたが，光学の理想でいえ
ば，光源は点であることが望ましいはずで
す．それを実現できるのがチップ・オン・
ボードで，素子を基板に実装することによ
り，結果的にチップ間距離を1.3mmにまで
詰めることができました．
　ある一定以上の明るさが確保できれば，
明るさの分だけ光を広げられるなど，配光
の自由度も高めることができます．
　白熱球と同等とまではいきませんが，こ
うしてソケット型として従来通りいろいろ
な車種に取り付けることができるようにな
れば，量産性が高まり，原価も大きく下げ
ることができます」．

細長い光源か
点の光源か

　とはいえ，いよいよ開発が始まると，数々
の課題が待ち構えていた．中野は，
「これまでの白熱球やHIDは，電球のフィ
ラメントに象徴されるように，発光部が細
長い形をしています．HIDも，電極間のプ
ラズマの細長い光を重ね合わせて光源とし
ています．そうした従来からの光学的特徴
を継承できるように，当初はLEDでも細
長い光源になるようにとの依頼がありまし
た．
　しかし，細長い光源をLEDで実行する
には，LED単体の話では済まず，基板に
直付けのチップを保護するために外部環境
から遮断する封止をするのですが，その樹
脂が，細長い光源を守るには長方形となり，
縦横の長さが異なることから，温度変化な
どで歪んだり，ひび割れたり，剥離したり
する恐れが出ます．また，チップの上面電
極はワイヤで基板に接続されているため，
温度によって膨張と収縮が繰り返されるこ
とによりワイヤが切れれば，点灯しなくな
ります．民生用と違い自動車では，マイナ
ス40℃からプラス85℃までの使用環境を
考慮しなければなりませんから，温度変化
に対応できないのです．
　点光源の利点として，点の方が応用範囲
を増やすことができるのですが，擬似点
光源（チップ数が4〜5．図2）であるため，

LEDランプを普及させるためには
コスト削減とソケット交換できる標準化が必要だ．
そのために市光が開発したのはモジュール化への試みだった．
まったく新しい製作法を採るため、
生産技術から見直したのが，このMonoLEDである．

駆動・制御回路部

熱伝導樹脂ソケット

LED光源

図1　ユニット概観
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切り替えることについて社内の光学担当を
説得するのに苦労しました」．
　細長い光源か点の光源かについては，白
川も，
「従来の細長い光源（フィラメント）を反
射させて設計する知見は社内にあり，LED
でもそれを応用すればランプ設計し易いと

いう事情がありました．しかし市場では，
バルブにできない光らせ方として，LEDを
沢山並べ点光源（直射光）でライン状に見
せる光らせ方が出始めていました．それは
じつにLEDらしい光らせ方ですが，LED
を大量に使う必要があり高価になる欠点が
ありました．今日では一般的になりました

が，自動車メーカーからライン状の表現を
少ない光源で安価に光らせる技術を求めら
れ，導光技術（レンズの中を光りを通して
光らせる）で機能を満足させられるランプ
設計が必要になりました．当時，導光技術
の知見はなく，新たな設計概念を構築する
必要があったのです．
　結果的に，レンズの中を通して光らせる
ために入射口の光源は，細長い光源より，
点光源の方が向いていることが分かり，ま
た導光で長い距離を光らせると，距離が伸
びれば光りが減衰する事情もあり，元の光
源は，小さくて明るい光源を必要とします」．
　結局，擬似点光源で開発が進められるこ
とになって，中野は，
「封止剤の樹脂が，円形となることで均等
に膨張と収縮が働くため，歪もひび割れも
起こりにくくなります．あわせ低弾性の変
性エポキシ樹脂やシリコーン系樹脂に見直
していくことで解決をみました」と振り返
る．

冷却の問題を解決した
カーボンフィラー

　次にソケットの材質について，LEDは，
光に熱はないものの，チップからは熱を発
するため，その冷却が不可欠となる．開発
当初は，アルミダイキャストのヒートシン
クを使う設計を進めていたが，ソケットは
樹脂製のため，金属との境界面で不具合が
生じる懸念があった．中野は，
 「樹脂と金属では膨張係数が異なり，結合
部分が剥離し，完全な防水ができなくなり
ます．そこが最大の苦労でした．また，ア
ルミニウムは高価な材料ですから，樹脂に
できれば，原価も，ユニット重量も半分に
することができます．なんとか，樹脂でソ
ケットを成立させることができないか模索
しているとき，ある展示会でカーボンファ
イバーを含んだ熱伝導樹脂の存在を知るこ
とができました．当初は，ポリカーボネ
イト（PC）と繊維長の長いカーボンファ
イバーでできないか検討しましたが，最
終的には，ポリエチレンテレフタレート 

（PET）とカーボンフィラーを組み合わせ，
フィラー形状を工夫することで必要な特性

7Chapter

　消費電力が白熱球の 1/10といわれるLEDランプのさらなる普及を目指し，ソケットに，LED 光
源，駆動・制御回路，コネクターを収めた一体構造を実現した．そのために，回路基板にベアチップ
と呼ばれる素子を直に取り付け，チップ間の配置を 1.3mm に詰めた疑似点光源を採用している．
そのうえで，発熱する LED の熱を放出するため，カーボンフィラーを含んだ樹脂製でフィン形
状を持つソケットを開発．同時にまた，LED の熱を拡散してソケットへ伝達するアルミニウムプ
レートを採用するなどして，放熱性を高めている．白熱球で使われる S25 ソケットの寸法まで
小型化し，国内のみならず世界各地への市場展開を前提に，原価低減を行うことで，白熱球の
代替となることを目指した．このモジュール LED ランプの実現により，疑似点光源を活かした
導光によるランプの点灯を行い，これまでとは違ったランプデザインも可能にしている．

世界展開を狙ったLED小型モジュール

図2　LEDチップ配置

  5チップ配置（Tail/Stop仕様）
1.3mm 1.3mm

4チップ配置（Stop・RFog仕様）

1.3mm
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LEDランプ実現のためのまったく新しい形
―市光工業（株）―

を出し，世界市場へ適用範囲を広げること
を前提に，原価にも配慮することができま
した」．
　放熱対策はそれだけでは終わらず，アル
ミプレートを一枚，LEDとソケットの間
に介することで，LEDの熱を一度拡散さ
せてから，ソケットで放熱する構造とした．
松岡は，
「熱伝導率が，アルミニウムと樹脂を比べ
ると一桁樹脂が劣ります．また，セラミッ
クの基板もアルミニウムに比べれば一桁劣
るので，アルミニウムのプレートを一枚使
う程度でしたら原価にそれほど影響は及ば
ず，それでいて，放熱性を高められる利点
があります」と説明する．そのアルミニウ
ムのプレートと樹脂のソケットは，熱伝導
グリースで接合している．（図3）
「樹脂と金属の間に剥離が発生したとして
も，グリースを介在させれば熱伝導させる
ことができます．アルミプレートをソケッ
トに固定する際には，超音波溶着を使って

います．また，カーボン入りの樹脂は，扱
い方によってはもろいので，フィラーの並
ぶ方向に圧を掛け，壊れない成型の仕方を

探すのにも苦労しました」と，中野は説明
する．

中野 勝昭 Masaaki NAKANO

市光工業株式会社
イノベーション統括グループ
先行開発部
シグナルデバイス開発課 主管

「自動車技術会の技術開発賞に推薦を
したいと白川統括部長に頼まれ，2 週
間で技術背景や，自分たちの開発を，
データではなく文章で誰もがわかりやす
い言葉で書かなければならず，大変苦
労しました（笑）．おかげで，この開発を
自分でも整理できたことはよかったと思
います．その結果，賞を頂戴することが
できよかったと思っています．家では，か
みさんと娘が，この歳でまだ技術のこと
で賞をもらったのは凄いと褒めてくれまし
た（笑）」

松岡 健二 Kenji MATSUOKA

市光工業株式会社
イノベーション統括グループ
先行開発部
シグナルデバイス開発課 主務

「単純に嬉しいというのはもちろん，
旧友や，社内でも知ってもらい，こ
の開発ではほかにも賞を戴いており，
そのうえ技術開発賞も受賞し，かな
り苦労をした開発でしたが世の中に
評価されたことが非常に嬉しいで
す」

小橋 正明 Masaaki KOHASHI

市光工業株式会社
イノベーション統括グループ
先行開発部
シグナルデバイス開発課 課長

「自動車メーカーと共に足掛け 5 年
の歳月をかけて開発し，ようやく世
に出せたことを嬉しく思っています．
このランプが使われている自動車を
街で見かけると，やってきた甲斐が
あったと思います」

白川 和隆 Kazutaka SHIRAKAWA

市光工業株式会社
イノベーション統括グループ 統括部長
先行開発部 電子開発部
マーケティング部 システム開発課
知的財産課

「部下の仕事が世の中で認められる
ことは，私としても嬉しいことです．
なるべく世に出して，仕事の成果を
認めてもらえるよう，賞に応募して
いきたいと思っています．自動車に
携わる一員として，業界の底上げと
発展に，これからも貢献していきた
いと思います」

高村 大輔 Daisuke TAKAMURA

市光工業株式会社
イノベーション統括グループ
先行開発部
シグナルデバイス開発課

「ずっと開発に携わってきたので，
受賞は純粋に嬉しかったです．自動
車メーカーからも賞を戴いており，
自分のかかわった開発が凄かったん
だとあとから実感が沸いてきました．
社内でも，この開発で顔を覚えても
らうことができ，得るものがあった
と思いました」

大河戸 昌也 Masaya OOKAWATO

市光工業株式会社
イノベーション統括グループ
光学設計開発部
光源技術課 課長

「受賞できたことをとてもうれしく思
います．色々な課題に直面しました
が商品化できたのは，得意先様から
のアドバイス，協力メーカー様から
の新技術提案など，周りの方の協力
があって成し遂げることができました．
ありがとうございました」
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量産のための
7年間

　樹脂ソケットについては，さらに組み立
てやすい形にこだわった．量産までの７年

間この開発に携わったという，イノベー
ション統括グループ 先行開発部 シグナル
デバイス開発課の高村 大輔は，
「製造工程で，一日に数百という組み立て
を行うことを想定し，作業が辛くなく，か
つ確実に組み立てすることができるソケッ

トの形を追求しました」と話す．加えて中
野は，
「まず強度がないと，作業員の手で組み立
てられる際に割れてしまう恐れがあります．
そのうえで，確実に位置を決められるク
リック感とか，手で持ちやすさなどに配慮
しました」と語る．また松岡も，
「作業用手袋をして取り付けを行ったとき
の持ちやすさや，ソケットの正しい装着位
置を確実に決められることが，LEDラン
プでは重要です」と言う．
　こうして開発に決着が付けば，次は量産
だ．高村は，
「安定した品質で生産を行えるようにする
ため，品質保証部が工場の対応をしました
が，工程を完成させるまでは私も延べ一ヵ
月ほど工場に詰めました．
　ソケットの樹脂材料にカーボンを含むた
め，黒い粉が出るとか，セラミック基板に
ベアチップを実装する際の温度管理に難し
さがありました．
　中でも苦労したのは，ベアチップを実装
したセラミック基板をソケットに接着する

7Chapter

図3　構成部品詳細

図4　車両搭載MonoLEDモジュール実装断面 図5　左：MonoLEDモジュール，右：従来タイプ（多灯 LED＋制御基板）

 

 

LEDベアチップ

Al2O3基盤

樹脂枠

グリース

アルミプレート

ターミナル
ターミナルハウジング

ソケット

回路部分

回路基板部 ソケット部

白樹脂

透明樹脂
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LEDランプ実現のためのまったく新しい形
―市光工業（株）―

際，放熱が良すぎてハンダが載らないとい
う問題でした．ソケットを100℃に温めて
やってみたり，窒素を吹き付けてみたり，
レーザハンダを使ってみたりもしましたが，
なかなかうまくいきません」と，様々な苦
労の様子を語る．
　松岡は，「そこで，ハンダゴテの形を変
えてみるとかもやってみましたが，結局，
ターミナル全体にハンダのフィレット（山
型形状）がきれいに着くように，人が手で
ハンダ付けをするようなフィレット形状に
なるよう，機械による全自動生産でそれを
実現・解決しました」と解決策を説明する．
そして中野は，
「そもそも白熱電球は全自動生産で，それ
が原価の低さにもつながっています．この
開発は，白熱電球と置き換える話なので，
全自動生産が前提です」と補足する．
　さらに，検査の仕方にも苦労したと松岡．
「ソケットをハウジングに組み付けるとこ
ろで位置がずれると，配光が変わってしま
います．そこで，どういう工程にすればソ
ケットの中心にLEDがつけられるか，そ

してそれを管理するための検査が必要で
す」．
「歩留まりが悪くならない範囲の公差の中
で，どうすればLEDランプの中心にベア
チップがあることを保証できるかです」と，
位置決めの厳密さを中野は語る．

導光を利用した
新しいランプの意匠へ

　こうして出来上がったLEDのテール＆
ストップランプは，導光を活かしたかつて
ない意匠を，一つのLEDで実現した．今
後は，同じソケットを使いながら，白色や
アンバー色を光らせられるLEDランプの
開発であるという．中野は，
「もうすぐできます」と，力強く語った．
　この開発を通じて，高村は，「たとえ良
いものを開発しても，生産工程が難しいと
安定した製品が作れず，原価も上がり，使
用してもらえないことになってしまいます
から，安定した生産の大事さを痛感し，勉
強になった開発でした」と，振り返る．

　松岡は，「開発品が量産できたことで，
いろいろな自動車メーカーの信頼性に対す
る考え方に接することができました．各
社それぞれに考え方やこだわりもあり，そ
れに対して，製品は一つなので，どうすれ
ば納得していただけるのか．また社内でも，
光学の設計や，現場を含め，他の部署の方
とのやりとりからいろいろ学ぶことができ
ました．次の開発では，ランプの設計，工
場の現場，そして得意先様との関係など，
この経験を活かしていきたいと思います」
と，次への期待を語る．
　中野は，「上級管理職の立場から，技
術の仕事をしたくて15年ぶりに開発に携
わった仕事です．物理の基本をもう一度基
礎から紐解き，論理計算をし，なぜ今回の
開発ができたかを理屈で構築できたことは，
技術屋冥利に尽きます．また，材料メーカー
の若手技術者たちと理屈で議論し，彼らが
意気込みをもって取り組んでくれたことは
忘れられず，互いに良い仕事ができたので
はないかと思っています」と，ベテランら
しい思いを述べるのであった．

なお，今回は同じく開発深くかかわった白川，高村氏を交えてインタビューを行った
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高級・高機能の
8Chapter

Development of the All-Surface Plated Smart Handle through Indium-Vapor Deposition Technology

ドアハンドルに懸けた7年間

アイシン精機（株）

インジウム蒸着による
全面めっき調スマートハンドルの開発
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高級・高機能のドアハンドルに懸けた7年間
―アイシン精機（株）―

アイシン精機（株）

タッチ式の施錠／開錠は
クロームめっきだけでは誤作動を起こす

　クルマのドアの施錠／開錠から，イグ
ニッションのオン／オフまで，金属キーを
使うことなく遠隔操作で行えるリモートコ
ントロールキーは，いまや軽自動車にまで
普及するものとなっている．そのドアの施
錠／開錠については，リモートコントロー
ルキーを所持し，ドアハンドルに触れたり，
ドアハンドルのボタン操作をしたりするこ
となどによって施錠／開錠を行う手法があ
る．
　このうち，ドアハンドルに触れることで
施錠／開錠を行う方式（タッチ方式）では，
静電容量センサを所定の位置に設置し，そ
のセンサ検知範囲に伝導性のあるめっき加
飾があると，意図しない場合でもドアハン
ドルに触れた際センサが検知・稼働，すな
わち誤作動してしまうことになる．このた
め従来は，ドアハンドル全体のめっきがで
きず，センサの位置以外に限定した部分
めっきにとどまっていた（図1，2，3）．今回，
静電容量センサによるタッチ方式でありな
がら，ドアハンドル全面にめっき調を施す
ことのできる皮膜の開発が行われた．
　ドアハンドルの開発を担う，走行安全・
電子商品本部 第二電子技術部 センサ第二
グループ チームリーダーの田端 恒博は，
「ドアハンドルのクロームめっきは商品性
が高いので，静電容量センサによるタッチ
方式でめっきハンドルにできないかという
案は，かなり以前から考えてきたことです．
しかし，クロームめっきは金属の伝導性に
より，センサ部分をめっきから外さなけれ
ばならず，全体のめっきハンドルを実現で
きずにいました．

　今回，インジウム蒸着によって，クロー
ムめっき調のドアハンドルで静電容量セン
サを誤作動なく稼働させることができるよ
うになり，そのうえ車体のほかの部分のク
ロームめっきと一体感を出すとともに，意
匠性を向上させることができました」と，
永年の念願が叶ったと語る．
　ところで，アイシン精機というと機能部
品メーカーの印象があるが，
塗料や塗装，めっきなどにも
知見の豊富なメーカーであっ
た．
　第二生産技術部 先行部品
開発第二グループ 表面処理
チーム 担当員の原 崇志は，
「アイシンでは永年，塗装や
めっきといった表面処理の開
発・量産をやってきています．
その中で，クロームめっきは，
製造の工程が長く，重金属の
排水など環境面の課題もあり，
代替として何か次の手はない
かと探していました．そこか
ら，排水のない真空での蒸着
技術に目を付けたのがそもそ
もの始まりです」と，開発の
発端を話す．
　真空蒸着とは，金属や化合
物を真空の中で加熱・蒸発さ
せ，物の表面に凝着させて薄
い皮膜を形成する方法である．
「センサを誤作動させないた
めにはどうあるべきか，蒸着
のメカニズムはどうなってい
るのかなど，基礎をまず学び
ました．その過程で，今回の
インジウム蒸着以外にも，ア
ルミやスズの蒸着などいろい

ろ試してみました」と原．
「しかし，たとえばスズの蒸着は，金色っ
ぽい色に仕上がって，単体では見栄えも
悪くないのですが，車体のほかの部分が
クロームめっきなので，色の違いが目立ち，
統一感がなく，一台のクルマとしての商品
性として疑問がありました．また，電気的
性能を達成できる蒸着はどれかという点で，
インジウム蒸着に行き着いたのです」と田
端が補足する．
「携帯電話にも使われているインジウム蒸
着は，インジウムが蒸着によって島構造と
なり，金属の島が互いに離れた隙間をもつ
独立したかたちで蒸着されるので，絶縁効
果が得られます（図4）．そして，その島
構造一つひとつが光を反射するため，めっ
き調の意匠を得ることができます」と，原

ドアハンドルによる施錠／開錠はキーレスになってきている．
そのスマートハンドルに全面クロームめっき処理は使えなかった．
伝導性があるため意図せぬ接触で
誤作動を起こす可能性があったからだ．
しかしデザイン上の要求から
全面めっきの開発は続けられていた．7年間も．

図3　部分めっきタイプのセンサはサイドに設けられる

図2　部分めっきが施された従来型

図1　タッチボタンが独立した従来型

ロックセンサ検知エリア 塗装めっき

塗装
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はインジウム蒸着に行き着いた理由を話す．

クロームめっきとの色味のちがい
そしてわずかな傷も目だってしまう

　とはいえ，事は簡単ではなかった．続け
て原は，
「クロームめっき部品はクルマに多く使わ
れ，ドアハンドルだけを取り上げてみても，
ハンドルとキャップではめっきが違います．
キャップ側は絶縁が必要ないためクローム
めっきを使い，ハンドル側にインジウム蒸
着によるめっき調を施すわけですが，外観
としてキャップとハンドルは，ドアハンド
ルとして一体のものですから，異なる金属
めっきの色味をどう合わせていくかが課題
になりました．結論としては，島構造を，
ある大きさに統一して色合わせを行ってい
ます」と説明する．
　製品としての仕上げや品質の話が先に
なったが，実は，そもそも，アイシンには
蒸着用の塗料がなく，それを作ることか
ら始めなければなかった，と話すのは，材
料技術部 材料技術グループ 機能材料第2
チームの久保田 将文である．
「これまで経験のある通常の塗膜は，2
コート塗膜で，下の塗膜（アンダーコー
ト）と上の塗膜（トップコート）の間に邪
魔するものがありません．しかし，今回検
討した塗膜は，インジウムを挟んだ3コー
ト塗膜（アンダーコート＋インジウム蒸着
＋トップコート）です（図5）．インジウ
ムとアンダーコート間や，インジウムと
トップコート間には密着性がないために，
海島構造を有するインジウムの海部を介し
て，接触面積が少ないトップコートとアン

ダーコートをどう密着させるかが課題でし
た．密着させるために，トップコート中の
NCO基（イソシアネート基）とアンダー
コート中のOＨ基（ヒドロキシル基）を利
用するのですが，トップコートの硬化反応
を制御して，イソシアネート基を残存させ
ることにより，アンダーコートとの密着力

を向上させました」．
　そのうえ，さらに難題があったと久保田
は振り返る．
「通常の塗装では，擦り傷などついてもほ
とんど目立たないのですが，鏡のように光
るめっき調ですと，わずかな傷も反射して
目立ってしまいます．そこで，いかに傷が

8Chapter

　リモートコントロールキーの普及により，キーを所持していれば，ドアハンドルのセンサ部に
触れるとドアの施錠／開錠ができるスマートハンドルが実用化されている．一方，そのセンサ
部は，誤作動を防止するため絶縁性が求められ，従来は伝導性がある全面クロームめっきのド
アハンドルを実現できずにいた．今回，インジウム蒸着によりめっき調の意匠を実現することで，
全面めっきのドアハンドルを製品化することができた．真空中でのインジウム蒸着は，インジウ
ム金属が島のように独立して皮膜を形成するため，絶縁性が得られる特徴がある．しかしそれ
ゆえに，その皮膜を保護する上下の塗膜との密着性が弱く，また，他のクロームめっき部との
色調をいかに合わせるかなど，実用化へ向けて開発すべき項目が様々にあった．最終的には原
価低減をも達成し，コンパクトカーの上級車種に採用可能な，全面めっき調のスマートハンドル
を完成させることができたのである．

誤作動を避ける全面クローム調めっきハンドル

図5　皮膜構成と技術課題

アンダーコート
　課題
 ・平滑性確保

樹脂素材

In 膜（島構造金属膜）
　課題
・色調制御技術開発

トップコート
　課題
 ・アンダーコートとの密着性確保
 ・耐食性確保

島で光が反射し金属外観

光
In

島が独立し絶縁

蒸着によるInの島構造
（表面SEM像）

図4　めっき意匠と絶縁性の両立化を果たした In の独立した島構造
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つきにくい塗膜にするかに苦労しました．
　クルマを使われるお客様のご利用中に傷
がつくということもあるでしょうが，工場
での組み立て作業中に，作業員が使う軍手
の種類によっても傷がつくといったことが
起こりました．
　はじめは，傷がつき難くするために，硬
くて傷の起点が作らないようにすれば良い
と考え，硬度を高くかつ摩擦係数の低い塗
膜にしようかと考えましたが，中途半端な
硬さでは傷に対して十分ではありませんで
した．そこで発想を転換し，ある程度弾力
があり，復元性を与えれば傷がつき難くな
るのではないかと考え，最終的には柔らか
めの塗膜となっています．
　ここに至るまで，アイシンでは塗料を
作っていないので，塗料メーカーと一緒に
評価しあいながら作り上げました」．
　塗料が出来上がってきたところで，それ
をドアハンドルに蒸着する作業でも苦労が
あったと，原は話す．

「そもそも，蒸着の仕方さえ初めてのこと
で，分かりませんでした．携帯電話に蒸着
しているメーカーはありますが，その手法
は知見の塊で，極秘なのです．
　インジウム蒸着は，真空の密閉容器の中
で，タングステンのフィラメントに電気を
流し，インジウムを融かしてドアハンドル
に飛ばして付着させます．その作業をいか
に安定的に行えるかで，品質が違ってきま
す．たとえば，融けたインジウムがドアハ
ンドルに付着せずに落ちてしまうと，皮膜
の重量が変わるため，色味が違ってしまい
ます．
　ほかにも，携帯電話であれば形がそれほ
ど複雑ではありませんが，ドアハンドルは
曲面があったり，ドアを開けた際に見える
裏側にもめっき調が施されていなければな
らなかったりするため，蒸着の仕方がより
複雑で難しく，タングステンのフィラメン
トの個数や配置を何度も試行錯誤しました．
シミュレーションと実験を連携しながら詰

原 崇志 Takashi HARA

アイシン精機株式会社
第二生技開発部
先行部品開発第二グループ
表面処理チーム 担当員

「自分で発案し，最後まで携われた開
発で受賞することができ，嬉しかった
です．高い要望がありながら7 年の
歳月が掛かりましたが，社内の役員
や，社外のサプライヤーの方や設備
メーカーの方にもお祝いの声をかけ
てもらいました．また，家族も受賞
の楯を持ち帰ると『凄いね』と言って
もらえ，小学生の子供はまた新しい
開発をしているのかと聞いてくるなど，
仕事を分かってもらえたことが純粋
に嬉しかったです」

田端 恒博 Takehiro TABATA

アイシン精機株式会社
走行安全・電子商品本部
第二電子技術部 センサ第二グループ
チームリーダー

「ずっと開発に携わり，やったんだと
いう想いが一つ．一方，機能を成立
させるためのサブ的な立場での受賞
でしたので，次は自分の携わる機能
部品で受賞したいと思っています．イ
ンターネット上に写真が出たので，
子供に自慢したり，酒のネタになった
り，良かったなと嬉しく思います」

鈴木 芳征 Yoshimasa SUZUKI

アイシン精機株式会社
車体商品本部 車体技術部
ドア4G 3T チームリーダー

「受賞の知らせを頂いたときは，開発
期間中の苦労と，実車に装着された
姿を見たときの喜びがよみがえりまし
た．市場に出る直前まで問題対応に
走りまわり，正に生みの苦しみを味
わいましたが，世に送り出すことがで
きた喜びと受賞の喜びの二つを経験
できて，大変嬉しく思います．また
私個人は小さな力ですが，社内外沢
山の方々の力を結集して大きな開発
を完成させることに加わることができ
ました．貴重な経験を得ることができて，
めぐり合わせに感謝しております」

片山 幸祐 Kosuke KATAYAMA

アイシン精機株式会社
車体商品本部 車体生技部（衣浦工場駐在）
車体生準第二グループ
生準2 第2チーム担当員

「生産ライン設置の 1 年後に受賞の知
らせが届きました．その一年間，工場で
不良が出て，周りから失敗だったのでは
ないかという雰囲気もあったところに受
賞の知らせが来ました．そして本部長か
らメールが届き，みんなが失敗と言うけ
れども自分は成功だと思うと書かれてい
て，心に沁みました．受賞によって周り
の雰囲気も変わり，この開発が認められ
たのかなと思います．塗料メーカー，仕
入先の方，そして社内の OB からもメー
ルを戴きました．楯は，家に一日置いた
後，工場のロビーに飾られています」

久保田 将文 Masafumi KUBOTA

アイシン精機株式会社
材料技術部 材料技術グループ
機能材料第2チーム

「とても嬉しかったのと，いろいろな人に
感謝の気持ちでいます．7 年のプロジェ
クトでは，前任者もおり，また塗料メーカー
の方やサプライヤーの方にも感謝してい
ます．会社に入ってから表彰されること
はあまりないと思いますし，ホームページ
に写真も出て，すごく嬉しいです．自分
の励みになりました．良い仕事，良いプ
ロジェクトに出会えて感謝です」
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めていったのですが，実現してみると，蒸
着の仕方はまさに極秘の知見です．蒸着を
しているメーカーの方が教えてくれない訳
が分かりました（笑）」．

レアメタルを使った上で
原価低減も

　こうしてインジウム蒸着の技術が出来上
がってくると，次は量産の準備となる．車
体商品本部 車体生技部（衣浦工場駐在） 
車体生準第二グループ 生準2 第2チーム担
当員の片山 幸祐は，
「インジウムはレアメタルなので高価です
が，アイシン初の蒸着を実現するため，ま
ずは蒸着技術を確立させるための開発が続
きました．しかし量産するには，原価低減
も目指さなければなりません．原価を抑え
るため，塗装の工程をできるだけ短時間に
していきたい，また，傷についても不良を
出さないように製造工程で傷のつきにくい

塗料にしたいということから，材料開発の
部署へ量産を視野にしたフィードバックも
行いました．そうしないと，設備の投資額
にも影響が及びます．
　試験機を使って先行で物を作りながら，
工程を何分にすれば品質を成立させること
ができるかを材料技術部へ投げかけ，工程
時間を見極めていきました．こうして初め
て設備の開発や選択，設備メーカーの選定
や発注ができるのです」と説明する．
　加えて原は，
「さきほど，製造工程での作業やお客様の
ご利用時の傷の話が出ましたが，もう一つ，
製造時のゴミの付着も問題でした」と打ち
明ける．久保田は，
「蒸着は真空の密閉容器内で行いますが，
そこから製品を取り出して，上塗りをする
工程へ持っていく途中で，空気中の浮遊物
が付着するのです」と，ゴミ付着の様子を
説明する．そして，片山は，
「対策として，クリーンブースの部屋を作

りました．とはいえ，どこまで室内の空気
が浄化されていればよいのか，そこは設備
の価格にも響きますから，空気の浄化度と
製品の不良率を比べながら，原価目標を満
たしつつ品質を保てる清浄さを，実験から
求めていきました」と語る．
　その過程について，原は，「生産技術セ
ンターで，工場での量産前の検証をしたの
ですが，なにしろアイシン初のインジウム
蒸着でしたから，なかなか目標通りにいき
ませんでした」と，苦心の様子を語った．

製品保証の合格点は
どこにあるのか

　さて，こうして量産化の目途が立ってい
くなか，田端は，製品の良否の判定に苦慮
していた．
「最終的に，インジウム蒸着の仕上がり
が，電気的にどうであれば製品として合格
と認められるのか．その判定に苦労しまし

8Chapter
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た．出来上がった製品としてのドアハンド
ルについて，めっき調の意匠が整い，施錠
／開錠の誤作動は出ていないようであって
も，電気的にどういう性能であれば製品保
証の点で合格と言えるのか，その境界を明
らかにしなければ，自動車メーカーへ納品
できません．
　計測器で抵抗値を測ればいいのかどうな
のか，まずそこから検討が始まります．さ
らに，抵抗を測定するにしても，どこをど
のように測定すればいいのか．測定機器
は，通電テスターのようなもので測ればい
いのか．その際の端子は，どのような形で
あればいいのか．テスターの端子について
も，一般的な通電テスターの端子で薄い金
属膜の島構造の大きさを測れるのかどうか，
端子の先を輪にしたらいいのか…など．も
う試行錯誤の連続です．最終的に，4端子
を拠点としてメインの抵抗値を測り，島の
大きさを定めて，限界を求めていきました．
これ以上島が大きいと絶縁が悪くなる，と
いうように．
　なおかつ絶縁体なので，数十メガオーム
という微妙な抵抗値の差を探し出し，境界
を線引きするまでにはかなり時間を要しま
した」．
　加えて，原は，「絶縁の悪い状態も試し
てみないと境界が分かりませんから，イン
ジウム蒸着では島構造ができてしまうので，
同じように真空中で金属を付着させるス

パッタリングで皮膜を作ったものを田端に
渡し，悪い条件の見極めに利用してもらう
こともやりました」と言うのである．
　ほかにも，インジウム蒸着によるドアハ
ンドルのめっき調は自動車メーカーにとっ
ても初採用となるため，品質保証の点でど
のような規格を設けるかも，製品完成後の
納入段階で山場になった．傷つきについて
も，見た目の評価が主体で数値化するのが
難しく，議論を重ね，自動車メーカーと互
いの合意を得る必要があったという．さら
に，極低温時に凍ったドアハンドルをス
コップで叩くお客様もあると聞き，北海道
で試すといったことも行われた．
　アイシンにとって初挑戦というインジウ
ム蒸着で，完成までには多くの関係者の協
力が不可欠であり，改めて片山は，
「関連する製造部や生産技術部，また，仕
入れ先や，アイシンの関連グループ企業な
ど，多くの人たちに感謝の気持ちを伝えた
い」と，語る．
　この開発を通じて，原は，「第二生技開
発部は，先行開発をしているので，開発課
題を出す際に製造段階で起こりそうな不具
合や設備の保守管理の容易さなどまで目が
行き届きにくいところがこれまではありま
した．今回は，企画段階から蒸着の設備仕
様や，不具合などについてもかかわらせて
もらい，生産までを経験できましたので，
今後の開発では，ほかの工程の部署に迷惑

を掛けずに済む開発を心がけていきたいと
思います」と語る．
　片山は，「この開発を経験することで，
これまで以上に他社を意識するようになり
ました．インジウム蒸着をアイシンのナン
バーワン製品として今後も位置付けられる
よう，技術的には特許を取得していますが，
さらに品質を高め，原価低減を行っていき
たい．技術革新ができるよう挑戦していき
たいです」と話す．
　久保田は，「これまであまり他部署の人
を知りませんでしたが，商品化へ向けた開
発を通じ，生技，電技，設計，工場の品質
課など，様々な部署の人たちと顔見知りに
なれ，いい人間関係を築けました．また，
納入先の自動車メーカーからも出来栄えに
感謝され，私自身もみなさんに感謝の気持
ちをもてる開発となりました」
　そして田端は，「7年ほど掛かる長いプロ
ジェクトでした．ハンドル全体がめっき調
であることへの要望はずっと高かったので，
時間はかかっても，やり切れば市場に出せ
るという体験をすることができました」と
感慨深げである．
　このタッチ方式でドアの施錠／開錠を実
現する全面めっき調ドアハンドルは，コン
パクトカーの上級車種や高級車に採用され，
高い商品性と原価を両立した成果となって
いる（図6，7）．

図7　各種ハンドル意匠．奥からボタン式，部分めっき，全面めっき調ハンドル図6　静電容量式スマートハンドル

ロックセンサ検知エリア

センサ電極
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