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Chapter

あの’80年代を超えろ
ドライバー快適性と，車両安定性を両立した
前後輪操舵システムの開発
The Development of Four-Wheel Steering System Perfecting Both Driver’s Comfort and Vehicle’s Stability

トヨタ自動車（株）

四輪操舵はかつてʼ80年代に注目を集め，ほぼすべてのメーカーが手をつけた技術である。
しかしそのいずれもが残らなかった。ドライバーが感じた違和感を払拭できなかったからだった。
しかし敢えてまた，その技術を核に四輪すべての操舵制御に挑戦した技術者たちがいた。
クルマの車両安定性を飛躍的に向上させるためには必須の技術だと信じたからだ。
2
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Chapter

あの ’
80 年代を超えろ
―トヨタ自動車
（株）―

ターボエンジンなどでも，過給している様

’
80年代のトラウマ
「四輪操舵」

子を運転者に認識してもらうためか，あえ
てターボラグを残した高過給圧のターボ

苦労する適合ではなく
計算で導こう

チャージャが当たり前のように発売されて
前輪だけでなく後輪も操舵する四輪操舵

きた。だが最初に驚きはあっても，違和感

さて，なぜトヨタで再び後輪を操舵する

（4WS）と聞くと，悪夢を思い出す技術

のある機能はまもなく困った存在となる場

ことを検討し始めたのか。その“なぜ”の答

者も居るのではないか。

合がある。

えを探すためには，土屋自身の経歴に触れ

4WSは，1980年代の日本の自動車技術と

土屋がLDHの開発を行おうとした際の

して，主要な国内メーカー各社が開発に取

トヨタ社内の異論は，よく理解できる。今

土屋はトヨタ入社後，ブレーキ制御の開

り組み，製品化し，市販した技術の一つだ。

回改めて取材し，内容を理解し，試乗をし

発にかかわり，ABS（アンチロック・ブレー

だが，その効用は大きくても，当時解決し

てみるまで，筆者自身なお疑心暗鬼でいた

キ・システム）の開発では，その初期段階

きれなかったのが，前後輪を操舵すること

のだ。

から携わってきた。そして，ABSの機能を

による運転への違和感であった。

ることになる。

レクサスGSに搭載されたLDHは，前後

クルマの走行状況に応じてさらに的確に制

それから約30年。2011年の8月にアメリ

輪を操舵することにより，クルマの運動制

御するEBD（エレクトロニック・ブレーキ

カで先行発売し，翌2012年1月に日本でも

御を向上させるだけでなく，衝突回避性能

フォース・ディズトリビューション），また，

発売が開始されたレクサスGSに搭載され

をも向上させることが可能であることを示

緊急時により強いブレーキでドライバーを

ている，LDH（レクサス・ダイナミック・ハ

した。

運転支援するブレーキアシストを開発して

ンドリングシステム）も，前輪だけでなく

きた。

後輪も操舵するシステムであった。この技
術にはトヨタ社内でも様々な意見が噴出し
たという。
このLDHの開発を推進した，現アイシン
精機の走行システム開発部主査の土屋 義
明は，次のように振り返る。

快適性と，車両安定性を両立した前後輪操舵システム
四輪操舵（4WS）は，1980 年代に国内で脚光を浴びた技術であった。しかし，前輪だけ
でなく後輪も操舵するこの電子制御システムは，クルマの動きに新しさを生み出す一方，ドライ
バーの運転感覚に違和感を残し，かえって操作しにくいといった不満を生じさせ，自動車メーカー
の多くが手を引いた技術であった。しかし，操縦安定性のさらなる進化は，運転のしやすさや，

「役員の中には，当時の 4WS にかかわっ

それによって得られる安心，さらには，近年注目を集めている安全運転支援にも役立てられる。

た人もいて，
『 またやるのか !?』と言われ

そのために，再度，前後輪の操舵に挑戦したのが今回の技術開発であった。実際，その成果

ました。ですから，かつての ARS（アク
ティブ・リヤ・ステア）の再現ではなく，
VDIM（ヴィークル・ダイナミック・イン
テリジェント・マネージメント：統合車両

は驚くべき操縦安定性の高さと，危険回避性能の可能性をもたらした。まず日常の運転におい
て，路地などでの小回りや，高速道路での安心をもたらす成果が，走行体験からで確かめられた。
さらに，緊急時の危険回避性能も非常に優れ，同時に運転者の意志も反映される機能へと進
化する道筋が示されている。世界最先端の操縦安定性へ発展させる技術といえる。

姿勢安定制御システム）としてやるので
す，と，説得しました。そして，以前とは
違うということを名称でも表現するために，
4WS ではなく，LDH と名付けたのです」。
筆者も，かつての4WSは，各自動車メー
カーの方式で体験している。低速域では後
輪を逆位相（前輪と反対側へ向ける）に操
舵することにより，非常に小回りが効くよ
うになる。ただし，小回りする進路がこれ
までの経験則と異なるため，カーブ内側へ
脱輪しそうになる。高速域では，前輪と同
位相に後輪を操舵することにより，より安
定して車線変更やカーブを曲がることがで
きるようになる。ただし，車線変更などで
は，クルマが横へ平行移動するような感覚
があり，やはり多少の違和感は残った。
‘80年代当時，4WSに限らず，たとえば
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図 1 正規車体スリップ角ゲインとヨーレートゲイ
ンの関係（低速域）
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図 3 正規車体スリップ角ゲインとヨーレートゲイ
ンの関係（高速域）

のちに，電動パワーステアリング，同じ

「開発というのは，苦労の中にも達成感や

降りてこないほど喜んでくれました。そし

喜びがあるものですが，VGRSの開発では

て，この時点で，
『新車への採用を決めた』

苦労ばかりでした。ですから，今度は前輪

と決断してくれたのです」
。

に加え後輪も制御するとなったら，とても
やり切れるものではないと思ったのです」
。

2004年に試作車を作り始めてから，それ
は2年後の’06年の出来事であった。

そこで，何か方法を考えなければならな

「通常の開発では，構想を提案してから，

かった。そして土屋は，前輪と後輪それぞ

採用した際のコストなどを検討し，製品化

れ一輪ずつの，2 輪の線形モデルで，車体

するまでの幾つもの課題を越えながら物事

のスリップ角，ヨーレート，前輪の操舵角，

が進んでいくのですが，このときは，チー

後輪の操舵角から，前後輪の操舵に対する

フエンジニアの絶大な後押しと，製品企画

クルマの動きを考えて行けば，前輪と後輪

部署の全面的な協力を得て，年に一，二度

で目標とすべき操舵角を導き出すことがで

進捗を報告するくらいで，開発を前へ進め

きるのではないかと考えた。

ることができました」
。

このシミュレーションの開発を，VSC

当初，トヨタ社内でも疑問の声のあった

（ヴィークル・スタビリティ・コントロー

開発ではあったが，LDH実現のための手順

ル：車両安定制御システム）を開発すると

をゼロから見直し，そして，実際に試作車

きから共に研究を重ねてきた，豊田中央研

で体験してもらうことによって，土屋の思

究所と一緒に構築していった。

いは成就していくのであった。

すなわち，従来行ってきた，前輪をどれ

この開発で，全体的な進行や管理を担っ

ほど操舵し，後輪をどれくらい操舵すると，

た車両運動制御設計部・車両運動制御シス

どのようなクルマの走りができるかを考え

テム開発室長の廣瀬 太郎は，こう語る。

るやり方ではなく，クルマをこう走らせる

「よいものができる確信は，私も感じてい

には，前輪と後輪がどのように操舵される

ましたから，それを，どう人に分かっても

べきかを，計算で導き出せるようにしたの

らうかを考えてきました。我々は5〜6人の

である。

少人数で動いています。その取り組みを関

前者のやり方では，前輪と後輪の，同位

係各部署の人たちに理解してもらい，協力

相や逆位相，そしてタイヤの切れ角によっ

してもらうには，やはり一度乗ってもらう

て起こる様々なクルマの動きを最適化する

のが一番です。そして，理解してもらって

適合が不可欠であり，その適合には，クル

初めて，それぞれ専門分野の開発を進めて

マの走行条件が千差万別であるため，膨大

もらえます。

な試行錯誤が必要となった。

試乗ができないときでも，会議で，どう

く操舵関係で，車速によりステアリングギ

しかし，今回の開発に通じる後者の考え

すれば分かりやすく説明できるか，そんな

ヤ比を変化させるVGRS（ バリアブル・ギ

方で進めていけば，初めからクルマの走行

ことを考え続けてきました。たとえば，こ

ヤ・レシオ・ステアリング）の開発を行っ

状態は決まっているので，そのために必要

ういうことができたら面白いでしょう？と，

た。これらの経験を踏まえ，次は，クルマ

な前輪と後輪の操舵角や方向を決め，それ

ときには相手をノセて仕事をしてもらうよ

の操縦安定性にかかわるすべての運動を制

を実行する制御を作っていけばよい。しか

う仕向けたこともありました（笑）」。

御したいと，構想を発展させたのがそもそ

も，その操舵の方向や角度は，計算で求め

その上で，廣瀬は，新車発売日から逆算

もの発端となる。

られる。こうして，膨大な適合作業から解

し，部品をどうするか，電源の確保をどう

放される（図1，2，3）。

するかなど，開発の進行を管理したのであ

VGRSの開発では，車速によって前輪操
舵のギヤ比を変更するという機能を成立さ

その効果は，てきめんだった。

せるため，クルマの走行状況に応じた様々
な適合を実際に走行を繰り返しながら開発
してきた。だが，その膨大な作業量には辟

朝一夕の仕事ではない。

チーフエンジニアが
試作車から降りてこなかった

易していた。たとえば，5月のゴールデン

「このシステムは，70A，80Aというよう
な，電気を大量に使う装置が沢山あるので，
その電源を確保することは非常に重要な課

ウィークの長期休暇も返上し，ヨーロッパ

当時レクサスGSを開発していた三吉 茂

やアメリカへ出向いて走り続け，適合を

俊チーフエンジニアに試作車を試乗しても

行ってきた。

らうと，
「システムが壊れるまでクルマから

4

る。いざ開発を進めるとなると，そこは一

題でした」と，土屋も口を添える。
大電流を必要とするシステムには，ABS，
TRC（トラクション・コントロール）
，VSC
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トヨタ自動車株式会社
第 4 電子開発部
第 42 電子開発室 主任

主任

「あーよかった，という安堵感があ
りました。今回は，機能とお客様へ
の嬉しさの面でインパクトが大きい
開発でしたから，論文を執筆する立
場としてはなんとしてでも技術開発
賞を獲りたいと（笑）
。どういうふ
うに書けばこの技術が皆さんに伝わ
るか悩みました。受賞の報告を戴い
たときには，本当に，ああよかった
と思いました（笑」

「前輪のステアリングギヤ比を変え
る VGRS でも受賞させて戴きまし
たが，その際も，製品企画のチーフ
エンジニアの全面的な協力があって
達成できた開発でしたので，受賞し
た賞はすべて渡していました。今
回は，開発期間を通じてタイ人の
ティーラワット君の協力なしにはで
きなかったことですから，受賞が，
現在タイに帰国している彼に報告で
きる大きな成果となりました」

室長

「授賞式へ行き，ほかの受賞者の方々
の話を聞いて，改めて凄い賞を戴い
たのだと思いました。すごい開発を
したのだなと実感しました」

「電子開発室の色々な人のかかわり
と協力を得てできたことですので，
部署を代表してこの賞は戴いたと
思っています。そして，クルマのな
かで，電子制御がどれほど役立てて
いるのかという存在感を感じていた
だけたのではないかと思うと，とて
も嬉しいです」

などがあり，これまですでに搭載されてき

そこで，別途，速度計を車載し，あらゆ

たそれら電子制御装置と，LDHの協調制

る路面状況を走り，ABSを使ってみて，四

御という作業が重要な位置付けとなった。

つの車輪回転速度とクルマのスピードとの

それらの協調制御を担当したのは，車両運

関係を再確認していく作業を行ったのです。

動制御設計部・車両運動制御システム開発

結論としては，とくに後輪については少な

室主任の藤田 好隆である。

いスリップ率で制御を行うということでし

「この開発では，関係するすべてにおいて

「私が開発にかかわったのは2009年から

たが，それでは制動距離が長くなるので，

我々自身が先頭に立って行いました。一般

で，ほぼシステムは出来上がってきていた

前輪側のブレーキ制御と併せて見直しまし

的に，自動車会社で重要とされる図面や品

状況です。そのなかで土屋からは，ブレー

た」。

番というものを我々は持っておらず，EPS

キ制御は常に後輪の横力をどう確保すれば
いいかを考えるようにと言われました。

冬には降雪や凍結などが，日陰や日向あ

ソフトウェアだけ持って
先頭を走った
土屋は，

（エレクトリック・パワー・ステアリング），

るいは轍（わだち）などの影響によって，

VGRS，DRS（ダイナミック・リヤ・ステア

たとえばABSに関しては左右の路面の摩

左右のタイヤが走行する路面状況を変化さ

システム）などの制御仕様書を5〜6人で書

擦係数（μ：ミュー）が違う状況でブレーキ

せやすい。従来は，そうした路面でブレー

いたソフトウェアだけを持つ仕事です。非

を掛けても，LDHで車両を安定させつつ4

キをかけABSが働いても，クルマは路面の

常に異質なやり方で，上司には，
『時には後

輪の制動力をフルに発揮して真っすぐ止ま

μの高い方へ向かって進路を変えてしまう。

ろを見てくれ』と言われるほど，突っ切り

れるようにしたいというのです。通常ABS

しかし，LDHを装備すれば，ドライバーが

ました」と話す。

は，車輪の回転速度からクルマのスピード

ハンドル操作をしなくても真っすぐ停止で

を検出しているので，路面の左右でμが違

きるようになる。

う場合に，スピードの精度が変わってきて

そのような複雑な制御の設計と，制御を

しまいます。後輪の横力を確保するにはよ

実現する部品の開発，そして試作車の準備

り滑らかなABSの制御が必要であり，その

や試験走行の実施など，開発のすべてを5

ためにはいかにクルマのスピードを精度良

〜6人の少人数で進行させたという。

く求められるか、という課題が生じました。

廣瀬は，
「ですから，関係する各部署と横断的に，
広範囲に及ぶ制御ができるのです」と，こ
の開発の仕方の成果も語る。
藤田は，
「自分の専門だけでなく，分からないこと
があれば聞きに行って相手を理解した上で

5
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Chapter

開発をやってきました。こういう複雑な仕

システムとして何をやりたいかがハッキリ

事ほど，関係する部署のことをすべて知っ

していましたので，それを達成するために，

ていないと，漏れが生じて構築できないの

どう品質を高めるかに集中できました」
。

です。たとえばフェールセーフなどは，互

一つのコンピュータ制御の開発であれば，

1.0m

2.252m
（W x 1.1 + 0.25)

世の中の動向を見極めながら，これくらい

門だからと任せてしまうと，必ず両者の間

の性能と品質にという目標がおのずと見え

Conventional PCS

に見落としなどの問題が生じてしまいがち

てくると宮崎は言う。だが，LDHの開発で

です。

は，複合的にシステムを動かしていくこと

4WS

で，理想とするクルマの挙動を作り上げて

居て，それをどうまとめていくかというの

いく開発であったため，コンピュータ開発

が我々の仕事になります。

にも，その分，より以上の挑戦と責任がも

さきほど，電源の話が出ましたが，大電流
を使うので，従来のバッテリやオルタネー

13.5m

11m

12.5m

12m

European Car A

Maximum Passing velocity [km/h]

図 4 ドイツ・エルク試験のコースと緊急回避性能
の評価指数

たらされたことになる。
土屋は，

タでは，電力が不足してしまいます。そこ

「実際，二つのコンピュータを新しく同時

で，
我々がやりたいことを実現するため，変

に開発することは大変な作業です。電子開

更をお願いするわけですが，それを電子技

発部の多大な協力があって初めて，LDHの

術部へ丸投げするのではなく，我々で解決

完成にこぎつけたといって過言ではありま

する技術を考え，調整して，実現してくれ

せん。電子制御がなければ，何もできない

るよう強くお願いしていくのです」。

のですから，大変重要な開発ポイントでし

土屋は，

12m

Japanese Car A

いに理解し合ってやっていたとしても，専

当然，我々の下には様々な専門の人々が

2.82m
（W + 1.0)

Elk Test

図5

エルク試験を再現した緊急回避試験

た。

「課題はたくさんありました。しかしそれ

同様に，新しいセンサの開発にも同じよ

ドルを切ってすぐに横Gが生じる制御を行

を，人の責任や部品のせいにしないで，技

うな苦労がありました。わずか0.1度の誤差

うことで，舵の効きに優れ回頭性を上げな

術で解決していく。技術で我々がリーダー

にこだわる精度を求めましたので」と，宮

がら，クルマの走行安定性を保持している。

シップをとれれば，周りのみんなが付いて

崎の話を補足する。

きてくれるだろう。そういう思いでやって
きました」と言う。
そういう土屋たちの開発に携わった第４

リップ角がほぼゼロとなるようタイヤにス

「すごい！ こんなことが
クルマでできるんだ」

電子開発部・第４２電子開発室主任の宮崎
英俊は，

高速域では，カーブに対するクルマのス
リップ角を与える操舵を行うことで，安定
したコーナリングを行わせている。運転者
の狙い通りの旋回をすることで，安定性と

こうしてできあがったLDHは，低速，中

「VGRSと，DRSという，二つのコンピュー

速，高速，そして限界域で，次のような車

タ制御を新しく開発したのですが，通常は

両の挙動を実現している。

安心をもたらす。
限界域の場合は，プリクラッシュ・セー
フティと協調することにより，高い危険回

その場合，それぞれ担当者が分かれるのが

低速域では，実際，後輪は前輪に対して

普通です。それを，同じ担当が開発を進める

逆位相に操舵されるが，それでも，ドライ

なおかつドライバーの違和感のない仕上が

ところに苦労がありました。とはいえ，こ

バーに違和感を覚えさせずに，最小回転半

りとしている。その結果は，ドイツのエル

の二つのコンピュータが一つのように動か

径で−0.2mの小回りを実現している。

クテスト（危険回避）において，従来に比

避性能と，クルマの挙動の安定性を両立し，

なければいけないので，互いにやり取りを

中速域では，ハンドルを切ってタイヤに

べ通過速度を約10％向上させている。すな

行うプロセスを決めていくには，当然，担

横Gが発生する時間をゼロ，すなわちハン

わち，約10％速いスピードで，危険回避が

当が分かれていないほうがいいわけです。

安定してできるようになったということで

そのうえで，LDHでやりたいことを，い

ある（図4，5）。

かに組み入れながら，品質を通常通り保つ

今回，筆者は特別にこれらの制御を体験

ところが難しかったですね。私には，コン

する機会を得た。

ピュータの品番としての責任がありますの

まず，かつて最も違和感を覚えた，低速

で。
また，納期と品質の両方を守らなければ

で路地を曲がるような場面でも，まったく

ならず，ここも苦労しましたが，このチー

違和感なく，すなわち内輪差を気にするこ

ムと一緒に仕事をすることで，常に前向き

となく曲がることができながら，ハンドル

な気持ちで取り組むことができました。
ほかの仕事と違い，この開発チームでは，

6

テストコースに走り出す前にコックピットドリルを
受ける

の操作量は，通常の2輪操舵に比べ，少な
く済むのを体験できた。

あの ’
80 年代を超えろ
―トヨタ自動車
（株）―

図6

高速走行で，前後輪の接地感を確認する

また，中・高速域においては，ハンドル操

図 7 直線を走っているように感じる写真だが、実は高速レーンチェンジ中。僅
かにロールしていることでも分かる

最初は，何を言っているの？という反応で

という節目で帰国することになりましたが，

作に対して，いっそう的確にクルマの進路

す。そして彼らがいま取り組んでいるのは，

彼を抜きにしてはこの開発ができなかった

が変わるのはもちろんだが，そこから定常

かつて，我々が取り組んできた，走りなが

と言えます」
。

旋回する際に，クルマの姿勢が崩れるので

ら適合していくというやり方です。ところ

はないかといった不安が生じないことを実

が，この開発の仕方をよく知ってもらうと，

の違いなしに，LDHは後輪も操舵するとい

感した。車線変更においても，後輪の高い

皆，そんなことができるのかと一様に驚い

う利点を成果に結び付けている。今回，ほ

グリップによる安心を感じながら，ハンド

ています」。

かにもプリクラッシュブレーキの先行開発

かつての4WSのような，極端な操舵感覚

ルを切った通りにクルマが車線を移動して

最後に，土屋はある人物の話を始めた。

車両に試乗した。その驚くべき危険回避能

いくのを体感した。その際，かつての4WS

「日本のODAで招かれ，大学で学び，そ

力には，脱帽以外にない。そして，クルマ

のように，クルマが横へ平行移動していく

してトヨタでこの開発に携わってくれたタ

がもたらす利便性と，そのクルマが根源的

ような違和感はなかった（図6，７）。

イ人のティーラワット君の働きを紹介しな

にもつ危険性の低減に，LDHの開発が大き

くては，この開発を語れません。彼は，素

く貢献できることを確信した。

この開発を通じ，廣瀬は次のような感想
を述べている。

晴らしい人間性と，仕事への前向きな姿勢

そうなって初めて，クルマが，本当の意

「開発をしている最中は，ひたすら忙しく

に優れた人材でした。信頼できる部下とし

味で人にとって身近で掛け替えのない存在

走ってきたという思いしかありませんでし

て，常に私と一緒に取り組み，
こちらから指

となり，クルマ離れを解消し，クルマを心

たが，いよいよ一般のお客様に，名古屋，大

示した仕事だけでなく，自ら理論の構築や，

底愛せる時代がやってくるのだと思う。

阪，東京で試していただける機会がきたと

ツールの製作までやってくれました。10年

き，
『ワーッすごい，こんなことがクルマで
できるんだ！』という声を耳にして，やっ
てよかったと感激しました。また，毎日自
分のクルマを運転していても，楽しいと思
いつつ走らせています」。
本来，
違和感がないということは，この制
御の成果に気付かないほど自然であること
が必要で，実際，筆者自身も，比較試乗を
しなければ，この開発の実力に気が付かな
かったかもしれないほどである。だが，永
くクルマに乗っていくうちに，これまでと
違った安心や楽を感じていくはずである。
現在は，アイシン精機に出向している土
屋は，トヨタ以外からの評価も聞ける立場
にある。
「ほかの自動車メーカーの人に説明しても，

緊急回避テストの動画を見ながら説明を受ける

7

2 クルマで使う電気代を

Chapter

タダにできないか
電気二重層キャパシタを用いた
減速エネルギー回生システムの開発
Development of the 'i-ELOOP' Brake Energy Regeneration System with
Electric Double Layer Capacitor

マツダ（株）

キャパシタは充電しやすく，ブレーキで熱として失われるエネルギーを回生するには使いやすい。
しかしエネルギー密度が低く，実用化はされてこなかった。しかしクルマそのものを動かすのではなく，
エンジン出力の10％を消費する電装品の電気に使うのであれば，キャパシタでも十分であった。
割切りの技術，それがキャパシタエネルギー回生システムである。
8
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Chapter

回生エネルギーを
キャパシタに蓄電したら
クルマが減速する際のエネルギーを回生

クルマで使う電気代をタダにできないか
―マツダ
（株）
―

より密度の高い大容量の蓄電が必要で，そ

テリのSOC（State of Charge：充電状態）

こからバッテリという発想になり，キャパ

を見つけて，エネルギー回生させることを

シタは顧みられなかったのです。しかしク

やり始め，2世代目のデミオに搭載するな

ルマで使う電気代をタダにするという発想

どしてきています」
。

なら，それほど大きなバッテリは必要なく，

しかし，鉛バッテリで回生できる電流量

し，電力に変え，これを活用しようという

しかも減速という数秒の間にエネルギーを

は小さく，鉛バッテリでの活用に限界を感

システムは，すでに珍しいものではない。

貯めるキャパシタがいいのです」
。

じていたと言う。

しかし回生で得た電力をキャパシタに蓄電

と話すのは，この開発でエンジン制御を

「実際に大阪まで，車両開発本部の高橋

するシステムは，従来研究はされたとして

含めバッテリ系の制御を担当した，電気駆

達朗と走行試験もしてみました。ですが

も，量産市販車に適用されることはなかっ

動システム開発室主幹の平野 晴洋である。

100Aさ え も， な か な か 鉛 バ ッ テ リ に は

た。

平野は続けて語る。

入らないのです。鉛バッテリは12V（ボル

マツダは，SKYACTIV技術を採用した

「そもそもマツダが減速エネルギーの回生

ト）ですから，100A入っても，電力とし

新型アテンザから，キャパシタで蓄電する

を考え始めたのは2002年ごろでした。ま

てわずか1.2kWです。キャパシタであれば，

i-ELOOP（intelligent Energy LOOP）と名

た，それ以前にも，レギュレータレスのオ

i-ELOOPの 場 合 で 最 大200Aま で，25V

付けた独創の減速エネルギー回生システム

ルタネータで，電圧をエンジン回路で制御

で回生できますから，その電力は最大で

を搭載した。

することを1990年ごろからやっていまし

5kWとなります。そこにつながる，鉛バッ

「これまで，電力を駆動に使おうとすれば，

た。その延長として，
’02年ごろから，
鉛バッ

テリ以外で回生できるシステムはないかと
いう研究を’02年に始めてから，’03～’04年

電気二重層キャパシタ減速エネルギー回生システム
燃費向上策は，単にパワートレインの効率向上だけではない。マツダの場合，パワートレイン

ごろにはキャパシタを使った試作車を作っ
ていました」
。
平野の取り組みを一緒に行ったのが，電

や無駄のない走りについては，SKYACTIV 技術によって，エンジン，ドライブトレイン，シャシ，

気駆動システム開発室主幹の高橋 達朗で

サスペンション，車体などの開発が進んでいる。同時に，これまで，結果的に捨てていた無駄

ある。

なエネルギーをなくす努力も行い，それがアイドリングストップの i-stop で世に出された。続いて，
減速エネルギーを回生する i-ELOOP の登場となる。減速エネルギーの回生はほかのメーカーで
も採り入れているが，マツダの i-ELOOP は，世界初となるキャパシタに，回生エネルギーの電力
を貯めるところに大きな特徴がある。キャパシタは，すでに ’90 年代から世に技術は出始めては

「減速回生技術開発の社内横断活動があっ
て，その統轄をしてきました。ここにかか
わる人たちを，他の部署，たとえば技術研

いたが，高価であったために普及につながらなかった。それを適切な価格で，大量に生産し，普

究所やブレーキ担当などに声をかけ，協力

及させたところに，マツダと部品供給メーカーの研究者・技術者たちの努力の結果がある。

を求めながら開発してきたのです」。

当初キャパシタには
目が行ってなかった
それとは別に，技術研究所では，先進車
両システム研究部門・電動コンポーネント
研究アシスタントマネージャーの藤田 弘
輝が，バッテリの利用法を研究していた。
「当初，’05～’06年ごろにかけては，リチ
ウムイオンバッテリを中心とした高電圧
バッテリを念頭に，要素技術としてバッテ
リを使いこなすにはどういう技術が必要か，
あるいは他社との比較をする場合には，ど
のような計測技術が必要かなど，基礎を作
り込むための研究を始めていました。そこ
に高橋（達朗）から声がかかりました。そ
のころの研究の目的はHEVや電気自動車
を見ていましたので，実は，キャパシタに
は目がいっていませんでした。話が来てか
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図2

DC-DC コンバータ

ら，急遽キャパシタの特性や機能を調べた
のです。そして，どういう電気デバイスと
して実現するかを基礎研究し，目指す機能
には，キャパシタに優位性があると確認で
きました」
（図1）。
ただし，課題も見えて来た。
「当初の大きな問題点は二つです。一つは
熱ですね。当時はまだキャパシタの内部
抵抗がバッテリ並みに大きく，1セルあた
り2～3ミリΩありました。それによって，
電気の出入りで熱が発生します。この熱が，
二つ目の課題である搭載場所に影響します。
オルタネータに近いエンジンルームに搭載
するとなると，エンジンルームにはエンジ
ンが発する熱がありますから，寿命を確保
するためには冷却を考えなければならない。
冷却するには，走行風を取り込むダクトを
つけることも検討しました。しかし，役員
から，ダクトを付けるのはなんとかならな
いかという注文が付きました」。
この搭載場所について解決策をもたらし
たのは，電気駆動システム開発室主幹の高
橋 正好であった。高橋 正好は学生時代か
ら，キャパシタに通じるコンデンサに造詣
が深かった。マツダに入社してから，オー
ディオや部品のモジュール化などで腕を
揮ってきた彼を，その社内横断活動に誘っ
たのは，推進役をしていた高橋 達朗だった。
「自分は実験の担当なので，量産へ向けた
設計という点で，高橋（正好）に協力を依
頼しました」
。
受けた高橋 正好は，
「初めは皆，分かりませんから，熱の問題
図3
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キャパシタ本体とホルダ

を避けるためにトランクとか，座席の下な

クルマで使う電気代をタダにできないか
―マツダ
（株）
―

藤田 弘輝 Hiroki FUJITA

高橋 正好 Masayoshi TAKAHASHI

高橋 達朗 Tatsurou TAKAHASHI

平野 晴洋 Seiyo HIRANO

マツダ株式会社
技術研究所
先進車両システム研究部門
電動コンポーネント研究
アシスタントマネージャー

マツダ株式会社
電気駆動システム開発室
主幹

マツダ株式会社
電気駆動システム開発室
主幹

マツダ株式会社
電気駆動システム開発室
主幹

「この受賞は，代表として４名ですが，多
くのメンバーが開発にかかわっており，そ
の一人として受賞できたことに，
みんなに
感謝の気持ちです。そして，この喜びを
分かち合いたいと思います。いま，自動
車技術会の委員も担当しており，
ほかの
委員の方から『すごいですね』と言われ，
この受賞によって，技術の凄さを皆様に
分かってもらえたことが嬉しいです」

「受賞の楯をうちへ持ち帰ると，家内
が飾って，
『嬉しいね』と言ってくれた
のが，嬉しかったです。簡単に戴ける
賞ではなく，その嬉しさは，社内でも
自慢です。毎年獲りたいと思うほどで
す（笑）
」

「だいぶ前から開発に携わってきて， 「受賞は名誉なことと思っています。楯
他社の同様のシステムと比べても技
を，会社の机の上に置いていますが，
術の点が評価され，受賞できたことが
裏を見ると，一緒に苦労した仲間が
嬉しかったですし，光栄に思っていま
連名となっており，非常によかったと
す。もっと発展させたいシステムです
思います」
から，そのシステムで，もう一度，賞
に挑戦したいと思います !」

どへの搭載も検討しました。しかしそうす

物を今度は何処へ配置するか調整が欠かせ

あり，10本のキャパシタを使うと，20ミリ

ると，オルタネータから遠くなり，配線な

ない。そのためには根回しも必要であった

Ω以上となります。これで200Aの回生を

どで効率が悪くなります」。

だろう。とはいえ，クルマの左フロントの

繰り返すと，自己発熱でセルの耐熱温度を

角への配置結果は良好であった。

超えてしまうのです。
そこで，
部品供給メー

エンジンルームではない」という，クルマ

「あの場所は，クルマが走っているときに

カーと協力しながら，’09～’10年には，1ミ

の左フロントの角のところに，配置される

はエンジンの熱の影響を受けないのです」

リΩ以下にすることを実現しました」と振

ことになった（図2，3）
。

と，高橋 正好は言い，平野も，

り返る。

「そこがいいと，キャパシタが呼んだんで

「走行風で，勝手に冷えてくれるんです」

すよ（笑）」と，高橋 正好は，なぜそこを

と話す。

結局，「エンジンルームではありながら，

搭載場所に選んだかについての理由は明ら

高橋 達朗は，

この内部抵抗の低減については，高橋
正好も説明を付け加える。
「発熱を抑えるためには，電解液に混ぜ物

かにしない。だが，搭載するキャパシタは，

「実際に，夏の大阪の渋滞の中で走り込み，

をすることが一つ方法としてありますが，

折りたたみ傘ほどの円柱形をしており，そ

アメリカのデスバレーへも行って，外気温

それだと引火点が下がるので，エンジン

れを5本ずつ上下に配置すると，それなり

50℃という場所を走りました。逆に，北海

ルームに置くのは憚られます。そこで，部

の大きさになる。「パッケージング上，調

道の寒さや，ヨーロッパへ行ってドイツの

品供給メーカーと協力して，内部抵抗の

整可能な範囲はあそこしかないと感じまし

アウトバーンで高速で走ることも含め，数

小さいキャパシタに行き着くことができた

た」と話すのである。

万kmをテスト走行しましたが，信頼性と，

のです。こうなると，発熱量が下がるので，

回生の効果の両方とも確認できました」と

キャパシタの冷却に際しては，通風のダク

語る。

トもいらなくなるという好循環になりま

車体の内側は，外から見ただけでは分か
らないほど，色々な物が詰まっている。そ
こにキャパシタを搭載するとなると，元々

課題の一番目であったキャパシタの内部

レイアウトしようかと思っていた物をどこ

抵抗について，藤田は，

かへ移動させなければならず，移動させる

「内部抵抗は当初1セルあたり2～3ミリΩ

す」
。
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ところでもあって，ノウハウがあるのです
（図 4）。
試作車が出来上がり，
試すと，エネルギー
回生によって電気が流れるたびに，ピッと
素早くキャパシタに電気が貯まる様子が，
想像以上に早く，よく貯まるものだと改め
て思いました」と，自身でもその効果に驚
いたという。高橋 達朗も，
「役員にも，乗って試してもらうと，スッ
と電気が貯まる様子が計器で見え，バッテ
リとは明らかに違う貯めた感がありました。
役員から『いいね！』と言ってもらい，こ
れを市販車でお客様に実感してもらおうと
いうので，エネルギー表示をメーター内に
設置してはどうかと，
助言をもらいました」。
そして，新型アテンザには，i-ELOOP表
示画面がメーター内に設置された。
量産化に際して，高橋 正好は，次のよ
うに，様々な視点からの試行錯誤を行って
いる。
「キャパシタ内の電解液の危険性について，
4000L以上を扱うとなると，工場で危険物
指定を受けるため，消防当局と十分に管理
方法などを確認して導入を図りました。ま
た，全く新しい部品なので，生産ラインで
どのように組み立てるかという検討も行い
ました。さらには，販売されたクルマのメ
ンテナンスを，どのようにサービスしてい

12
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くかについても考えなければなりません。
ほかにも，メーカーとして，リサイクルを
どうするかまで考えたうえで，物づくりを
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しなければなりませんから。
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廃棄はどうしたらいいのか，ですか？
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まず，
キャパシタの材料は，
ヤシ殻を使っ
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Mode and Effect Analysis: 故障モードと

原料は
ヤシ殻活性炭

にそのまま廃棄できます。電解液も，含有
させる程度の量ですし，有機系の物を使っ
ていますので，廃棄しても環境負荷は非常
に小さいです。

その影響の解析 ）をしっかりやり，検証

一方で，ヤシ殻を使うといっても，マツ

しました。車両で大電流を使うのは，電動

ダがキャパシタに使うことで市場に影響を

パワーステアリング，姿勢安定制御，冷却

及ぼしたりしないかなど，初めは心配しま

ファン，スタータモータなどで，それらの

した。調べてみると，i-ELOOPで消費す

テム設計に入ることができる。高橋 正好は，

使われ方に対して，オルタネータの発電量，

るヤシ殻は，活性炭で使われる量のわずか

「オルタネータの発電を，どうバッテリや

鉛バッテリの充電状態などを見て，システ

0.17％ほどでしかないと知り，平野と共に

車両の電装品に供給するか？

パワートレ

ムとして制御する――そこが開発ではシン

ホッとした覚えがあります。

インシステムと一緒に，FMEA（Failure

ドイところなんですが，だからこそ面白い

こうした要素開発が進んで初めて，シス

12

そのほか，廃車の際に，キャパシタが廃

クルマで使う電気代をタダにできないか
―マツダ
（株）
―

棄されるとき中に電気が残っていると危険

キャパシタを使った減速エネルギー回生に

す。自分が，開発の取りまとめ役でもあり

なので，空にするためのスイッチも，ケー

ついて，平野は，

ましたが，それぞれの担当がエキスパート

スに設けています」。

「この開発では，技術研究所や，車両シス

集団で，高い技術力を備えていたからこそ，

全く新しい技術を市場へ導入するために

テム開発など，幾つもの部署と一緒に楽し

短期間に出来上がったのだと思っています。

は，様々な視点からの検証や検討が不可欠

く仕事ができました。今回のメンバーは，

しかも，楽しいメンバーばかりでした」と，

だ。

性格の明るい人が多く，楽しく進められま

話す。

いよいよ出来上がったi-ELOOPについ
て，平野は，

した」と，振り返る。
高橋 正好は，

藤田は，
「電気デバイスの点でマツダはやや後れを

「高橋 達朗らが，アメリカへ行って試験

「車両電子部品は，オーディオなどもそう

取っていましたが，リチウムイオンバッテ

走行してきたデータを見てみると，思った

ですが，お客様にとってはブラックボック

リやニッケル水素バッテリではない，他社

通りの効果が表れており，キャパシタの選

ス的な部分で，部品供給メーカーと一緒に

にはないキャパシタでシステムを世に出し，

択が間違っていなかったと確信を持ちまし

仕様を固めていく開発の仕方がほとんどで

さらにこれからの可能性もまだ秘めている

た。やはり，わずか数秒の減速の機会を捉

す。それに対して今回は，自動車メーカー

ものをやることができ，達成感がありま

え，電気を貯めるには，キャパシタがいい

でしかできないことであり，かつ，自動車

す」と，異口同音に充実した開発であった

んです」
。

メーカーとしてこういう物を作りたいと強

ことを語るのであった。

また，藤田は，

いメッセージを出せる物づくりができたと

実際，
消費者は，
i-ELOOP表示画面によっ

「実現にこぎつけた一つに，部品供給メー

いう実感があります。また，さらに，今後

て，減速エネルギーを回生し，それをまた

カーのコストに対する努力があります。ヤ

へ発展させて行けるシステムだとも思って

走りや電装品に利用できている様子を目の

シ殻という不純物もある材料から，いかに

います」と語る。

当たりにすることで，この開発成果を実感

高品質に，しかも安く活性炭を作れるよう

開発の推進役を務めてきた高橋 達朗は，

し，減速時には，湯を沸かせるほどのエネ

にするか。また，それが大量に作れなけれ

「平野と共に，減速エネルギーの回生を極

ルギーがブレーキの放熱によって大気中に

ばなりません」と，部品供給メーカーの挑

めたいと思ってやってきたことが商品にな

捨てられていたのを，ほとんど無駄にせず

戦も称える。

り，しかも短期間に技術開発から量産へ持

活用できる喜びも味わえるのである。

こうして，市販にこぎつけた世界初の

ち込むことができ，大きな達成感がありま

回生用として初めてキャパシタを採用した苦労を聞く
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3 2枚歯のはすば歯車という
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古くて新しいテーマ
次世代型電動アクチュエータを実現する
歯車転造技術の開発
Development of Gear Rolling for Electric Actuators

アイシン精機（株）

今や自動車はエンジンとタイヤ，サスペンションとボディだけのプリミティブな構造ではない。
快適性能を向上させるため、 数々の電動部品が内蔵されている。電動アクチュエータという。
それらは増殖し，スペースを侵略し、 電気を消耗する。その部品をいかに小さく消費電力を少なくするか。
現在の自動車開発では重要なテーマの一つだ。解決策は減速比の大きい歯車だ。
しかしその歯車は長いあいだ作られることはなかった。技術者は8年の歳月をかけ，実用化にこぎ着けた。
彼らを励ましてくれたのはスティーブ・ジョブスのある言葉だった。
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受賞者の一人，生技開発部・先行部品開

増える続ける
電動アクチュエータ

発第一グループ主席技師の永田 英理は，

現在のクルマは，エンジン車であっても，

小さな部品の生産技術ですから，その価値

タの軸の回転を，直角方向へも伝えられる

や開発の難しさが伝えられる論文にまとめ

し，並列に回転を伝えることもできる。

ス窓を開閉するパワーウィンドウ，室内の

術開発賞への応募の苦労を語る。

パワーシート，天井のサンルーフ，ミニバ

実際に論文を執筆したもう一人の受賞者

ンなどの電動スライドドアなど，数え上げ

である，生技開発部・先行部品開発第一グ

ればきりがないほどだ。その電動部分を動

ループ・減速機開発チームチームリーダー

かすために電動アクチュエータが使われ，

の栗田 信明は，

その数は，電動部分の多い高級車で 70〜

「自動車技術会を担当している弊社技術企

100 個にもおよぶ。

画部の中村 光孝主担当に，技術開発賞に

それだけの数になると，消費電力も無視

応募するための論文の書き方を助言しても

しえなくなる。また，電動部品は小型のク

らいながら，ようやく書き上げました」と

ルマへも波及しており，電動アクチュエー

振り返る。
では，今回の技術開発は，何が難しかっ
たのか？

電動アクチュエータの部品構成は，電気

かつてできなかったことの
できなかった理由を探る

モータと減速機の二つを基本とする（図
１）
。このうち，減速機に使われる「古く

この歯車は，棒状の鋼材に，2 枚の歯が

て新しい歯車」の技術が，今回のテーマで

らせん状に巻きついた，ねじのような形を

ある。

している。はすば歯車（ヘリカルギヤ）と

論理的には，小型で省電力な電動アク
チュエータの実現には，回転数が高くトル

呼ばれる種類（図2）で，これをどのよう
に製造するかが課題であった。

クが小さいモータに，減速比の大きい歯車

この歯車に似たウォームギヤと呼ばれる

を使った減速機を組み合わせるのが良いの

ねじ歯車がある（図3）
。一見したところ，

は分かっている。

両方とも同じに見えるが，ウォームギヤは，

そのための歯車は，歯数が小さく，ねじ

相手の歯車とかみ合う歯面が，滑りながら

れ角が大きくなる。しかし，この歯車をど

回転を伝達するのに対し，この歯車は転が

うやって作るかこそが，この歯車を実現す

りで伝達するため，損失が少なく，伝達効

るのを難しくしてきた歴史がある。それを

率が高くなるのである（図4，5）。

達成したのが，今回の授賞対象である「次

このはすば歯車は，歯の数が2で，これ

世代型電動アクチュエータを実現する歯車

によって効率を高くしたまま減速比を大き

転造技術の開発」という生産技術である。

くとれ，電動アクチュエータの小型化や省

アクチュエータ

大学時代は化学を専攻していたという永

次世代型電動アクチュエータを
実現する歯車転造技術の開発
クルマの中には，数々の電動アクチュ
エータが使われている。電動アクチュエー
タとは，たとえば，パワーウィンドウや，
パワーシート，スライディングルーフ，ミ
ニバンのスライドドアなどを稼働させる
ための，電気モータと減速機を組み合わ
せた装置だ。その数は，電動部分の多
い高級車の場合，一台で 70 ～ 100 個
にものぼるといわれる。そこまでの数に
及ぶと，電動アクチュエータを取り付け

粛性も，クルマの高品質化において見逃せ
ない性能である。

さらにこの歯車ができることにより，組
み合わされる相手側の歯車しだいで，モー

るのはなかなか難しかったですね」と，技

さらに，電動アクチュエータの作動時の静

電力化に貢献することができる。

「これは大規模な製品開発の話ではなく，

数多くの電動部品で成り立っている。ガラ

タの小型化や省電力化が求められている。

2 枚歯のはすば歯車という古くて新しいテーマ
―アイシン精機（株）―

る場所を探すのも苦 労する。当然，よ
り小型の電動アクチュエータが求められ
る。小型化には，そこに使われる歯車を，
小さく，なおかつ大きな減速比が得られ
るように製 造するための技 術開 発が必
要だ。しかも，歯車の歯を削るのではな
く，型を押し付けて歯の形にしていくとこ
ろに，小さくても精度の高い歯車を作る
鍵があった。この成果は，非常に狭い場
所に電動アクチュエータを取り付け，シー
トのバックレストのサイドサポートを電動
で動かすことで実用化された。もちろん
ほかにも，この歯車を使った減速機を持
つ電動アクチュエータは，様々な電動機
能に応用展開されていくはずだ。

減速機

小型モータ
センサ

電子制御ユニット

電源
図1

電動アクチュエータの構成
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2 枚歯のらせんねじのようなはすば歯車

図3

45%
図4

ウォームギヤ

フェースギヤ

85〜90%

各種歯車の比較

図5

転がり伝達するはすば歯車

田は，アイシン精機が扱う様々な歯車を

当てることで，歯を成形していく方法であ

たはすば歯車は，芋虫のようにねじれ，ま

よりよくする活動を，2003 年に任された。

る。

た，
径が細く歯が深く入らないため，曲がっ

歯車をよくするとは，究極の理想ではある

それに対して，切削では削りかすがゴミ

たり，折れたりもした。

が，曖昧な課題である。

となって出るし，歯面に切削の跡が残り，

その原因を探るため，文献を調べたり，

「歯車の担当となったときに，天才でもな

仕上げが粗くなる。その歯面の粗さが，噛

転造の専門家に聞いてみたりしたが，なか

い限り素人の私が，0 から 1 を生み出すこ

みあう歯車同士の歯を痛め，耐久性に課題

なか解決策に行き当たらなかった。

とは相当に困難だろうと考えました。そこ

が残る。

国内だけでなく，当時，ヨーロッパに駐

で，温故知新と言いますか，かつてできな

だが，転造であれば，切り粉は出ない

在していた栗田を通じ，海外企業や研究所

かったことは，何が原因であったのかを調

し，歯面は滑らかに仕上がる。生産コスト

を巡り，解決の糸口を探していった。そし

べ，そこを突破することによって，よいア

が安くあがり，ごみを出さないという点で

て，転造技術で権威を持つ，ある研究所へ

イディアであってもずっと埋もれてきた，

環境負荷が小さく，歯の仕上がりは滑らか

行き着く。そこで，2年半に及ぶ研究を行っ

古い歯車の技術を使えるようにすることが

で，耐久性も保持できる。こうしたことか

た。だが，それでも，転造の仕方には詳し

できるのではないかと考えたのです。そし

ら，2枚歯のはすば歯車を転造で作る開発

くなったものの，肝心の歯車は出来上がら

て，かつて大型減速装置に応用するために

プロジェクトを，2003年に立ち上げたので

なかったのである。

研究されて，いつしか埋もれてしまった小

あった。

歯数のはすば歯車に光を当て，自動車用の
アクチュエータなら，それを実用化できる

ところが，ここから完成までに 8 年余の
歳月を要したのであった。

のではないかと思いました」。
製造方法は，鋼材に歯を切削して作るの
ではなく，転造によって塑性加工すること

そもそも，歯を転造する工具のダイスと，
歯車となるべき棒状の鋼材とは，どのよう
にかかわり合っているのかという，原理的

ヨーロッパにも学びそれでも
歯車はイモムシのように曲がった

を考えた（図6）。転造とは，製造機械側

な問題であった。その点について，その研
究所のドクターたちに，そのようなことを
検討しても意味がない，転造の世界は結局，

のダイスと呼ばれる円筒の工具の歯を，回

棒状の鋼材に歯を転造するダイスを金属

転させながら素材となる棒状の鋼材に押し

で作り，歯車を試作してみると，
出来上がっ
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この間，永田の頭を離れなかったのは，

経験とコツであると言われたという。
しかし永田は，ここを解明しなければ研

2 枚歯のはすば歯車という古くて新しいテーマ
―アイシン精機（株）―
ワーク

栗田 信明 Nobuaki KURITA

加工前

アイシン精機株式会社
生技開発部
先行部品開発第一グループ
減速機開発チーム チームリーダー

加工後
ダイス
図6

「応募の論文を書くことによって，自
分がやってきたことの意味合いを振
り返ることができました。まさか受
賞できるとは思っていませんでしたの
で，受賞した時は本当にびっくりしま
した。うちの子供はまだ小さいので
すが，将来，子どもに自慢できるなと，
そのような嬉しさも味わいました」

成形転造の概要

【歯溝形成】

【成形段階】

【仕上げ】

ダイス
素材

ワーク回転速度（μιν-1）

摩擦車モデル域

回転速度差

300

過度域
歩みを
伴う成形

歯車モデル域
ワークが歩む領域

差動並進運動

相対回転

転造初期から素材が歯車として
回転する理想状態

250

0

0.5

ダイス押込み量（μμ）
図7

1

転造のメカニズム

究は前進できないと考え，簡単なモデルを
使って検証したのである。
その結果，芋虫のような歯車が出来上
がってしまう原因を掴んだ。

永田 英理 Eiri NAGATA

森 正俊 Masatoshi MORI

アイシン精機株式会社
生技開発部
先行部品開発第一グループ
主席技師 工学博士

アイシン精機株式会社
第二車体技術部
シート第一グループ チームリーダー

「裏方の生産技術の仕事なので，華々
しい賞とは縁がないと思っていました。
名誉ある賞を戴き，インタビューを受け
るなど，ちょっと戸惑うところもあります。
一方で，裏方の生産技術が製品を支え
ているところを認められ，商品の付加価
値を高めることに一役買っている点を分
かって戴けて，嬉しいし，名誉に思って
います。この受賞を，永年研究を続け
させてくれた会社への恩返しのきっかけ
として，この歯車をもっと拡販できるよう
にしたいと思います」

まず，棒状の鋼材に，歯を転造するため，
回転しているダイスの歯が鋼材に当たると，
摩擦によって鋼材が回転する。このとき，
ダイスの歯が鋼材の歯底へ食い込みながら
回転することになるので，鋼材の回転数が
早くなっていくのである。つまり，ダイス
の歯が食い込んだ分，鋼材側の回転半径が
小さくなるからだ。ダイスが同じ回転で回

「初めてこのギヤを見たとき，こうい
う歯車ができるんだ！とビックリしま
した。アイシン精機の社内では色々
な研究をしていますから，こうして使
える物ができてくるのだと思います」

り続けても，回転半径が小さくなる鋼材の
回転数が早くなるのは当然である。
しかし，鋼材に歯が出来上がるためには，

う解決するかである。

ダイスと鋼材が所定の歯数比を持つ歯車の

結論は，素材となる棒状の鋼材が，歯数

対として回転する必要がある。つまり，鋼

2の歯車として一定の回転数で回転するダ

材の回転数は一定でなければならない。

イスを設計することにあった。しかし，
「言

の幾何学を応用して課題を解決する方法を
編み出した。
この解決法は，特許として申請された。

どうせできないよと言われた
あとは情熱と戦略だ

歯車の成形中に，そのように鋼材の回転

うは易し，行うは難し」である。特殊な歯

数が変化し，一定の歯が成形されず，芋虫

形と歯数の小ささのため，この歯車に対し

のようによじれた歯車になってしまうので

鋼材の回転数が変化しないようなダイスを

あった。

設計するのには，大きな発想の転換が必要

以上のように，理論は構築された。原理

だった（図7）
。しかし，苦労の末，歯車

は解明されたのである。次は，製造機械の

こうして原因は解明できた。これを，ど
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回転を変換する機構であったため，使うこ
とができなかったのです。困っていたとこ
ろ，平行軸で回転を伝えられる減速機が作
れることになり（図8）
，この話を聞いた
ときには，さっそく使いたいと，最初に手
を挙げました。シートの意匠を保ちながら，
パワーのある電動アクチュエータが不可欠
だったからです」
。
永田らが，森を下へも置かぬ様子である
のは，最初の実用化の先鞭がこれでついた
からである。
とはいえ，森は，実際，初めてこの2枚
歯の特殊はすば歯車を目にしたとき，大変
感動したと語っている。
図8

並行軸での回転伝達

調達になる。

そこで，工場で生産するのにふさわしい

「しかも，歯面の仕上がりが大変なめらか
である。歯車を使う立場として，開発した
人たちに，心から，ありがとうございます

最終的に製造機械は，海外製のものが必

大きさに小さくし，必要な機能のみをまと

要になった。しかし，企業文化の違いもあ

めることになった。最終的には，お互いの

りメーカーにはそう簡単には，製造機械を

信頼をもとにメーカーと協力して，より小

「とはいえ，実は，シートのコストとして

売ると言ってもらえなかった。折衝を担当

型な量産型の機械にすることができた。

はこの歯車がまだ少量生産であるため，割

した栗田は，
「今回の開発で，ここが私の正念場でした。
最終的には，先方の会長と直談判し，2時

その成果に永田も，

森は続けて，

高な部品となっています。しかし，今回，

ようやく完成した技術の
社内セールス

間ほど粘って，ようやく会長のトップダウ
ンで，メーカーの態度が一変したのです」。

という思いです。
」
。

シートのサイドサポートを電動で動かすに
は，ほかに選択肢がありませんでした。今
後は，もっとコストを抑えられるといいで

こうして高効率で減速比の大きい，2枚

すね。

歯の特殊はすば歯車を製造できる目算は

というのも，実は，これまでは，シート

「どうせこの歯車は転造で作れないだろう

立った。だが，それだけでは，ただ歯車が

のクッション下に若干空間のゆとりがあっ

から無駄なことはやめろと，当初は製造機

できたというだけで終わってしまう。

たのですが，
近年，
クルマがスタイリッシュ

械を売らないと言ってくるなか，海外で交

開発の過程で永田たちは設計部署と協力

を求める傾向となって天井が低くなり，そ

渉するには，戦略を示し，プレゼンテーショ

し，この歯車をどうクルマの装備の中で活

の分，シートが低くなることで，ゆとりが

ンをしっかりやらないと納得してくれませ

かしてもらえるか，社内をセールスして

なくなってきているのです。今後は，この

ん。半年がかりで交渉を粘り強く続け，よ

回った。

平行軸の減速機を備えた電動アクチュエー

うやく理解してもらえたのです。
そこはもう，交渉術というよりも，人間

そして，この歯車に目を付けたのは，第
二車体技術部・シート第一グループのチー

タの登場で，シート設計の自由度が向上で
きると思います」
。

同士のコミュニケーションが重要だという

ムリーダーである森 正俊であった。森は，

ことです。情熱をもって，粘り強く，栗田

シート設計の担当者として，この歯車を評

話す。

が会長に直談判までしたことで，最後は，

価した。

「製造機械の性能は高いので，現在，製造

人間同士，理解し，分かちあうことができ

「シートは，クルマの部品としては大柄な

現場では，5〜6秒で１個の歯車ができるよ

たのだと思います。以来，以前にも増した

方ですが，実際には，その内側は，体を保

うな量産体制となっています。さらにセー

信頼関係ができあがりました」。

持するための空間はあるものの，機構を収

ルスをして，生産量を増やすことが，コス

こうして製造機械の手配はできたが，ま

めるゆとりはほとんどありません。今回，

ト低減につながっていくと思います」。

だ課題は残されていた。既存の製造機械は，

高級車のフロントシートのサイドサポート

あまりに大きく，過剰なのである。今回の

を電動で調節できるようにするうえで，背

ように，クルマの装備の電動アクチュエー

もたれの脇の狭い場所に，電動アクチュ

タに使うような，長さ3〜4cmほどのはす

エータを置くのは至難の業でした。従来の

ば歯車には，設備が大きすぎた。

電動アクチュエータでは，減速機が直角に
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永田も，コストの低減は意識していると

ジョブスが語った
ドットのつながり
2003年に開発プロジェクトを立ち上げ

2 枚歯のはすば歯車という古くて新しいテーマ
―アイシン精機（株）―

てからおよそ8年の歳月を経て，ようやく

学生時代には必要性をあまり感じなかった

ジェクトに志願しました。ヨーロッパ駐在

日の目をみた歯車である。実際，開発途中

デザインの勉強が，のちに，マッキントッ

中に一時帰国し，このプロジェクトの話を

では，
「まだそんなことをやっているのか」

シュのコンピュータの文字やマークのデザ

聞いたとき，いい研究だと思ったからです。

という声が社内にもあったと永田は振り返

インなどに生きることになった。その時点

しかし，私は元々熱処理開発の担当でし

る。そうしたなか，自分自身の心の内で，

で関係性がないと思われたものを切り捨て

たので，このプロジェクトに入るに際して

どのようにして開発を続け，やり遂げる情

ずにいたら，成功に結び付いたというわけ

は，大学の基礎講座で，歯車の勉強をしま

熱を保ち続けることができたのだろうか？

です。

した。何でも興味を持って取り組み，一か

「社会人大学院生として勉強をしていると

まさにその通りで，諦めずに，ダメ出し

ら学んでいくという姿勢を失わずにいるこ

き，たまたま英語の授業のなかで，マッキ

をされても，未来を信じてやっていくこと

とで，永田の指導や激励もあり，量産へ持

ントッシュのスティーブ・ジョブズが，ス

によって，成功に結び付くということを私

ち込むことができました。粘り強くやるこ

タンフォード大学の卒業式で行った有名な

も体験しました。一見関係ないように見え

とで，
やり遂げる，
充実感を味わえました」

スピーチを聞くことができました。その中

ることを続けることが大切である。この考

と，達成感を話してくれた。

で，ジョブズは，英語で，コネクティング・

え方が，私自身の継続する力になったと思

ザ・ドッツ（Connecting the dots）という

います」。

ことを言っています。

ヨーロッパ駐在から帰国して，永田らの

どういう意味かといいますと，現在の段

このプロジェクトは，永田と，開発途中
で他部署へ異動になった若手エンジニアの
二人で始まった。現在でも，数人で運営さ

プロジェクトに志願して開発に加わった栗

れるプロジェクトである。

階ではつながりを持たないドット（dot＝

田は，そのときの思いをこう語る。

「小さく生んで，大きく育てるということ

点）という存在でも，ドットを増やしてい

「ヨーロッパ駐在中に，永田たちの研究開

でしょうか」と永田は笑うが，「ブレイク

くことによって，時間の経過とともに関連

発のことを知り，ヨーロッパで調査や研究

すれば，資源もそれに応じて投入されると

性が生まれ，それがやがて線になり，形に

所，メーカーを探すといった支援をしてき

思います」と，この研究開発の成果に，大

なっていく。それを信じて，自分は仕事を

ました。帰国の際，上司から，好きな部署

きな期待を寄せている。

してきたというのです。その結果，自分が

を希望していいと言われたので，このプロ

8 年に亘る開発を聞く。中央が第二車体技術部・シート第一グループのチームリーダーである森 正俊氏
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薄く強いだけではダメだ。
成形サイクル30秒を切れ
超薄肉軽量バンパの開発
Super-thin Wall Lightweight Wall Lightweight Automotive Bumper Fascias

マツダ（株）

マツダCX‐5はSKYACTIV技術が評価され，ヒット作となった。その技術の中に今回の受賞技術，超薄肉軽量バンパがある。
この薄さを実現したのは表層には低分子量のPPと低分子量のゴムを，
コア部に高分子量のゴムが球状となって衝撃を受け止める構造を実現したからだ。
これは従来からあるかもしれないと考えられていながら分析して証明した例はない分子構造だった。
技術の目処が立ったとき，問題は生産性に移っていった。
従来の半分以下の時間で成形できないか。でなければ生産ラインがストップするのだ。
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生産性の高い
超薄型軽量パンパを目指せ

薄く強いだけではダメだ。成形サイクル30秒を切れ
―マツダ
（株）
―

る基礎研究の深さがうかがわれる。もちろ

うして開発された技術を実感しながら運転

ん，どのメーカーも基礎研究は充実してい

しているに違いない。SKYACTIVという

るはずだが，なぜ，マツダはその成果がこ

名称や，魂動（こどう）というデザイン

れほど表に現れるのだろうか。

テーマが，見て乗ってわかるマツダの魅力

マツダSKYACTIV技術搭載車の第三弾

超薄肉軽量バンパの開発で，量産へ向け

として，2012年2月に発売されたSUV（ス

たマネージメントに携わった，技術研究

ポーツ・ユーティリティ・ヴィークル）の

所・先端材料研究部門・部門統括研究長の

CX- 5は，発売後3ヵ月を越えた段階で国内

藤 和久はこう述べる。

向けのみでも2万台の受注を得て，生産が

「ワンマツダという言葉があります。そし

追い付かない状況となった。このクルマか

てマツダ社内では，一気通貫と言いますか

しかしながら，かつての材料開発におい

ら装着されたのが，今回の受賞技術を適用

……，研究していることが商品になって初

て，マツダはほかの大手メーカーの後を追

した超薄肉軽量バンパである（図1）。バ

めて技術であるという意識の強いところが

う立場にあったと，藤は振り返る。

ンパは，クルマの部品の中でも大型の部類

あります。クルマの要となる部分に研究が

「私は，1980年代の半ばにマツダに入社し

であり，超薄肉軽量バンパの実現により，

集中するマネージメント体制になっている

ました。当時の技術研究所では，材料メー

マツダのSKYACTIV技術が目指した燃費

のです。同時にまた広報領域でも，マツダ

カーが持ち込んだ素材の評価を行うのが主

と走りの両立だけでなく，生産性にも見合

の技術を正しくメディアに伝える努力をす

な仕事で，それをどうやってマツダとして

う薄い板厚の樹脂部品を，従来以下のコス

ることで，世の中の人に知ってもらえてい

使いこなせるかを検討していました。しか

トで実現したのであった。

ると感じています」
。

しそれでは，ほかの大手メーカーで使って

自動車技術会60周年を記念して2007年

マツダの新車を手に入れた消費者は，そ

を，言葉でも伝えている。

素材の評価だけでなく
どうマツダの独自性を出すか

いる材料を後追いし，モディファイするく

にまとめられた，各メーカーを代表する技
術紹介におけるマツダの技術，『ガラス長
繊維強化複合材による機能統合モジュー
ル』のほか，昨2012年の技術開発賞受賞
の一つ，『希少資源を低減できる耐熱性と

超薄肉軽量バンパ開発への挑戦
燃費向上は待ったなしの要求性能である。そこを，マツダは SKYACTIV というエンジン，ド
ライブトレイン，シャシ，サスペンション技術など，次世代技術を核にして達成していこうとして
いる。また燃費向上のためには，軽量化という命題も含まれる。そこに挑戦したのが，この超

低温活性を両立した貴金属シングルナノ粒

薄肉軽量バンパの開発である。従来の樹脂部品に比べ，20％の軽量化を目標とした。それだ

子触媒の開発』などからも，マツダにおけ

けでなく，成形サイクルの時間短縮も行い，かつ，従来通りの成形方法を使えるようにしたこ
とで，コストを上げずに実現することを目指した。実は，マツダの SKYACTIV 技術も，コスト
を上げずに環境性能を高めることを目指している。高価な技術を使ったのでは，結局，販売台
数に限りがあり，環境適合技術が普及しないからである。多くの人々が使えて，満足してもらえ
る技術を追い求めることが，マツダ社内に浸透しており，ワンマツダというスローガンが，現実
味を帯びて実行されている。

バンパ用のPP系樹脂を高剛性化することで，従来
より薄肉化し，重量を20%低減する。
100

低分子量PP

配合量［wt%］

80
60

PP

40
20

ゴム
タルク

0

高分子量PP

低分子量ゴム
高分子量ゴム

タルク

従来材
開発材
図 1 開発技術対象
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らいのことしかできません。
‘90年代になって，なんとか材料面で独

ば，成形サイクルで30秒を切れるのでは

ゴム

PP

タルク

ないかと思いました」
。

した。そして，リサイクル性に優れ，かつ
強い材料は何か，とテーマを絞り，液晶ポ

2.5mm

自性を持ち，ほかと差別化したいと考えま

高分子量と低分子量を
分ける考え

リマーを使って，リサイクルできるクルマ
朝野がこれはと思った技術内容は論文に

こから生まれたのが，自動車技術会60周

詳しいが，概要は次のとおりである（図2）。

年で取り上げていただいたガラス繊維強化

素材のうち，ポリプロピレン（PP）とゴ

プラスチックモジュールで，ラジエータサ

ムを，高分子量と低分子量の2種類にそれ

ポートのシュラウドを成形するという，ガ

ぞれ分けると，表層には低分子量のPPと低

ラス長繊維強化複合材による機能統合モ

分量のゴムが偏在し，成形性と塗膜密着性

ジュールにつながります。樹脂の分子量を

を担う。また，コア層と呼ばれる内側には

減らして粘度を下げ，中に含まれるガラス

高分子量のゴムが球状となって衝撃を受け

繊維が折れないように守る構想でした。

止める。更に剛性の向上に役立つタルクと

開発技術のコンセプト

2300

33

42

高速引張強さ
（-30℃）

MPa

57

61

その厚さは，わずか 2mm。表層は，ゴ

碁盤目テープ剥離面積

等級

0

0

ムが長い状態で含まれるため，塗装ののり

図3

こうしたことが，技術研究所で進展して

がよくなる。一方のコア層は，剛性を確保

いくと同時に，量産する生産技術の部署で

できるので，樹脂成形品の厚みを薄くする

は，樹脂部品の成形時間を短縮する取り組

ことができる。分子量の異なるそうした表

みが行われていた。

層とコア層は，特別な手を加えることなく，
これまで使ってきた射出成形機を使って製

技術研究所・先端材料研究部門・構造材料

造することができる。出来上がった製品は，

研究アシスタントマネージャーである朝野

厚みが薄いので軽量化に貢献する。また製

千明は，そのときの苦闘を次のように語る。

造工程では，製品の厚さが薄くなるので冷

「コスト競争力を高める上で，樹脂部品で

却時間を短くすることができる。ここが，

は成形時間を短くすることが重要です。も

成形サイクルの短縮につながる（図3，4，5）。

項

で，成形時間の半減を目指していたのです

格的にも勝負できると思いました。そして，

が，生産技術だけではなかなか目標に到達

全社的な取り組みとして，量産に持ち込み

することができませんでした。当初，60

たいと考えたのです」
。

秒かかっていた成形サイクルを，40秒ま

ここから先は製造現場に精通している者

では，金型の開き量を小さくするなど生産

の知恵と知識が必要になる。藤は，生産技

技術の工夫で持ちこめていました。しかし，

術部門に居ながら材料にも詳しい朝野に声

そこから先が大変でした。

を掛けた。そして，朝野は研究所の所属と

単
MPa

MFR

位

優れた物性

8,000

リア

6,000

3200

フロント

▲20%
2800

4,000

4300

2,000
0

従来材
図4

3200
開発材

大幅な軽量化

60

いいことづくめなのだ。
「これならば特別な投資の必要もなく，価

目

曲げ弾性

重量［g/台］

になるのである。

そこで考えたのが，生産性を高めること

開発材（5成分系）
図2

g/10min

マツダからすることができるようになった

半分の数の成形機で対応が可能です。そこ

高分子量PP

開発材

軽い樹脂部品を製造することができるよう

し，成形時間を半分にすることができたら，

タルク

1570

こういう組成で作ってほしいという提案を，

当時は生産技術部門に所属し，現在は，

低分子量ゴム

従来材

剛性が高く，かつ耐衝撃性を備えた，薄く

特性を制御するのです」。

低分子量PP

呼ばれる粉末状の鉱物含有量が多いことで，

信が持てました。そして材料メーカーに，

のです。分子量の調整で，機能を出させ，

高分子量ゴム

成形サイクル［秒］

ここから，マツダとして材料に対する自

従来材（3成分系）

2.0mm

を作ろうと，3年ほど取り組みました。そ

付随工程時間

50

保圧冷却時間

40

40

▲50%

30

19

20
10

20

0

従来品
図5

11
開発品

大幅な成形時間の短縮

なって，実用化への取り組みを開始するの

までを一気に行なえるプラントがありまし

のできる材料を導入したらどうかというこ

である。

た。別途，素材を混ぜ合わせるコンパウン

とです。大学のころ樹脂の流動を研究して

「この開発では，材料メーカーの協力が大

ドという作業を別に行うには，材料代の半

いて，学んだことをクルマで実現したいと

きかったと言えます。
その際，
材料メーカー

分近いコストが掛かってしまいます。高分

考えてきましたので。そう思っていたとこ

とマツダの間でウイン・ウインの関係を生

子量と低分子量の素材を混ぜるコンパウン

ろに，技術研究所から，今回の方法が提案

み出せました。材料メーカーには，材料の

ド設備などが必要ないという点で，マツダ

されたのです。直感的に，これを導入すれ

合成から5種類の材料を混ぜ合わせる工程

と材料メーカー双方に利益がありました」。

22

薄く強いだけではダメだ。成形サイクル30秒を切れ
―マツダ
（株）
―

朝野 千明 Chiaki ASANO

藤 和久 Kazuhisa TO

原 正雄 Masao HARA

大西 正明 Masaaki ONISHI

マツダ株式会社
技術研究所 先端材料研究部門
構造材料研究
アシスタントマネージャー

マツダ株式会社
技術研究所 先端材料研究部門
部門統括研究長

マツダ株式会社
技術研究所 先端材料研究部門
構造材料研究

マツダ株式会社
技術研究所 先端材料研究部門
構造材料研究

「技術開発賞の受賞は，大変うれし
く思いました。これまで生産技術部
門が長かったのですが，学会とか賞
とかからは，縁遠かったので。同様
のテーマで各種学会や基調講演での
発表する際，同じ人ばかりが登場し
ます。でも，このチームは誰もがひ
とりで出掛けて行けます。リーダー
として誇らしく，また，この素晴ら
しいチームに加われたことを幸せに
思っています」

「受賞が決まった時に，社内の設計，
生産工場，購買，広報……など，メ
ンバーみんなが一緒に喜んでくれた
ことを大変うれしく感じました。技
術開発賞は，自動車関連の仕事に従
事している者にとって大変栄誉ある
賞です。それを，今回の開発プロジェ
クトにかかわった社内の人たちが大
勢で喜んでくれたのです」

実は，ほかの材料メーカーにも当然打診

「一つの節目として定年を迎えたと
きに，貴重な賞を戴き，会社人生の
中でも有意義なことであり，大変嬉
しく思うとともに，みんなに感謝し
たいと思います」

こうして，超薄肉でありながら剛性を確

していたが，

保することのできる軽量バンパを作ること

「ほかの材料メーカーでは設備上の理由で

への道筋はついてきた。
しかし，
出来上がっ

対応できなかったりしたので……」とは，

た樹脂の中が，どのような組成となってい

この高分子量と低分子量の材料研究に当初

るのか。本当に狙い通り，表層の低分子量

からかかわってきた，技術研究所・先端材

と，コア層の高分子量という，それぞれの

料研究部門・構造材料研究の原 正雄である。

分布に分子がなっているのか，樹脂の表面

原は，開発の途中で定年退職を迎えた。

「これまで，このほかにボツになった
材料が 60 くらいあります。タルクの
代わりに別の繊維を使ったり，分子
量も色々試したりしました。また，分
析方法を見つけるうえでも，分子量
の違いを硬度で計れないかと考え，
試したこともありましたが，なかなか
PP 部とゴム部とタルク部の区別をつ
けられず断念してきた経緯もありまし
た。表面を切削する方法は，時間は
かかりますが，確実な方法を見つけ
られました。こうして，ようやく日の
目を見たのが，嬉しいですね」

から見ても，それは分からない。

当初から開発のリーダー的存在であったが，
その役目を朝野に託したのであった。そし
て一度退職したあとも，引き続き研究にか

表層の20μm
（0.02mm）
を削る
地道な検証

かわり，今回の受賞の一人となっている。
「高分子量と低分子量を分ける考えは，す

この検証を行ったのが，技術研究所・先

ぐに思いついたわけではありません。ラジ

端材料研究部門・構造材料研究の大西 正

エータサポートのシュラウドの樹脂の分子

明と，古田 和広の二人であった。

量を減らすことなどを踏まえ，当初は，分

大西は，

子量と，分子量分布をもっと広げられない

「切削刃で，厚さが2mmの樹脂の表層の，

かといった可能性を探っていました。そし

20μm（0.02mm）を削り取ります。根拠は，

てついに，広がった範囲の，高い方と低い

透過型電子顕微鏡で樹脂の断面を見てみる

方を分けて使ったらどうかという発想に結

と，40μmまでは，ゴムが偏平であると分

び付いたのです」と，原は，ここに至る研

かったため，その半分の20μmを削ってみ

究の経緯を語った。

れば，表層の分子量を測ることができる

古田 和広 Kazuhiro FURUTA
マツダ株式会社
技術研究所 先端材料研究部門
構造材料研究
「社内で研究していると，自分がい
まどれくらいの水準にいるのか，分
からないところがあります。賞を戴
くと，自分がいま持っている技術が
世界のどの水準にあるかを確認でき，
自信を持つことができました。また，
講演をしに行くと，ほかのメーカー
の方と会う機会もでき，注目される
ような受賞をしたことを，いっそう
嬉しく感じました」
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だろうと考えたからです。削った樹脂は，

た例はありませんでした（図6，7）
。ラジ

120mg集まらないと分子量を分析すること

エータサポートのシュラウドで，ガラス長

ができません」と話す。

繊維強化複合材による機能統合モジュール

古田は続けて，

を実現した際も，物はできていても，分析

「切削刃は，幅が4mmのダイヤの刃で，わ

して検証するところまではやれていません

ずか20μmの厚みで削るわけですから，ゆっ

でした。20年も材料を研究開発してきて，

くり削らないと，樹脂が切れたり，逆に厚

ようやく物ができ，しかも実証できたこと

くなったりしてしまいます。そこで，分析

で，それを学会などで発表すると，
『エッ！

に必要な120mgを集めるのに，50時間ほど

本当にできたの？』と反響を呼んだくら

かかります。この作業を，バンパの何箇所

いです」と，大西と古田の苦労をねぎらっ

かで分析し，確認する必要がありますから，

た。それほど得られた成果は喜ばしいもの

すべてを確認し終わるまでには途方もない

だった。

手間がかかるのです」という，地道な作業

ところが，技術研究所の成果がすぐに現

だった。

場で喜ばれたわけではなかった。生産部門

朝野は，

では，当初困惑していたという。古田はこ

「削った樹脂を分析してみると，ゴムの分

う回想する。

子で，低分子量の方が163，高い分子量の

「まず，樹脂部品が薄くなれば，それを作

方が210の数値が得られ，低分子量と高分

る金型製作の精度がより厳密になってきま

子量が，わずか2mmの厚みの樹脂製品の

す。薄い製品ほど，0.1mmの違いが，品質

中で，きちんと層を分けていることが実証

に大きく影響するのです。

できました」と語る。

次に，朝野が話したように，成形サイ

そして，藤は，

論文に使われた図表を解説する

するか？

成形サイクルが速すぎても，工

クルを短くすることを実現したわけです

場の仕事としては現実問題として困る面が

「高分子量と低分子量を分けた樹脂の層を

が，それをいざ製造の現場で行うとなる

あるわけです。そこで，たとえば，工場内

作るということは，従来からも世の中では，

と，成形後に，製品を運んだり，品質検査

の配置を変えてみたり，製品の運搬にコン

あるかもしれないと言われていたことでし

をしたりするところの時間短縮も求められ

ベアを使ってみたりといった工夫が必要で

た。しかし，実際にテストピースでも，製

ます。素早く作業を進めなければならない

した。そういう適合を行うことで，初めて

品のバンパでも，分子量を分析して証明し

のに，従来と同じ作業者数でどうやり繰り

成形サイクルの短縮が，量産につながって

表層(0〜20μm)

開発技術対象

表層に低分子量PPと低分子量ゴム，

ゴム（扁平）

2mm

コア層に高分子量PPと高分子量ゴム

PP

コア層

が存在するという，コンセプト通りの
タルク

98

PP

129

開発技術の有用性・汎用性
表層

0

50

100

2μm

① 部品をより薄肉で製造できるため，材

150

重量平均分子量（相対値）

ゴム（球状）

表層

タルク

コア層

163

ゴム
50

100

150

重量平均分子量（相対値）

図6

200

開発材の表層とコア層の分子量比較

PP

250

従来のバンパより20%軽量化可能。
ら半分の30秒へ短縮可能。
③ 通常の射出成形機で成形可能で特段

の設備投資は不要。
コア層

2μm
図7
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料資料量の大幅な削減が可能となり
② バンパの成形時間を従来の約60秒か

210

0

断面サンドイッチ構造を実現。

表層
コア層

④ バンパ以外の外装部材へ応用可能。
断面構造比較

薄く強いだけではダメだ。成形サイクル30秒を切れ
―マツダ
（株）
―

取り付け部の剛性などは必要なため，そこ
だけ厚みを増すといった設計が必要になる
はずでした。ところが，彼らも意地になっ
て，本当に平均値が2mmとなるよう，か
えって1.8mmまで厚みを薄くする部分をバ
ンパに設ける努力をやり遂げ，実際には，
2mmを切った部分の面積の方が多くなる
くらいに出来上がりました（図8）
。
その設計段階では，CAE（コンピュータ
支援技術）を活用するわけですが，設計，
生産技術部門の共同作業によって，設計上
の剛性の確保と生産性の両立を図っていま
す」と，超薄肉軽量バンパ実現までの様子
を語っている。
図8

剛性の必要なところ、少なくていいところを作り分け、肉厚を変化させている

いったのです」。

とき，工場は生産が追い付かないほどに
なっていました。そこで，成形サイクルの

CX‐5のヒットを支えた
生産時間短縮
その成果は，CX- 5の圧倒的な売れ行き
に，さっそく効果を発揮した。
朝野は，
「CX- 5を増産しなければならなくなった

藤も，
「これが，一つのワンマツダの成果と言え
るのではないでしょうか」と，振り返る。
そして，さらに，

時間短縮が大いに役立ったのです。ほかの

「従来は，樹脂の特性を分けるためには特

部分に比べ，バンパについては作業に余力

殊な成形機を使ってきましたが，今後は，

が残せた。もし，成形サイクルが30秒を

今回の超薄肉軽量バンパのように，表層と

切れていなかったら，自動車自体の増産に

コア層で機能配分することを，従来と同じ

影響を及ぼしていたでしょう。

射出成形機でできることが，色々な面で応

設計側も，バンパ全体の平均で2mmの

用できるのではないかと期待しています」

厚さに挑戦するということで，実際には，

と，将来への発展性も示唆したのだった。

分子量の変化という化学の話が中心になったインタビュー
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気付いたら付いていて，
万一のときそれで助かったという装備
ペダル踏み間違い事故低減技術の開発
Development of an Emergency Assist for Pedal Misapplication

日産自動車（株）

ペダルを踏み間違える。ベテランドライバーなら「自分はそんなことしない」と思うだろう。
しかしペダルの踏み間違いによる事故を検証すると，まず年間7000件という件数，死傷者数が1万人に超える事実が浮かび上がる。
身近な場所での身近な人との事故。
その不条理に立ち向かった技術は，
「自動車を思い通りに走らせる」という基礎を覆す困難な作業だった。
26
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自分がペダルを踏み間違うなど
ありえない

気付いたら付いていて，万一のときそれで助かったという装備
―日産自動車
（株）―

探っていると，パワートレインの設計者か

バッと踏み込むことなど，通常の発進では

ら，アクセルを踏んで，クルマが加速して

ないのではないかと思っていました。とこ

いくのはクルマの魅力の一つであり，そこ

ろが，たとえば，高速道路の合流などでは

で，パッとアクセルペダルが踏み込まれた

瞬間的に加速したいため，一気にアクセル

アクセルとブレーキのペダル踏み間違い

からといって，クルマが勝手にペダル踏み

ペダルを床まで踏みつけるということはあ

事故は，国内で年間7000件に及ぶという。

間違い事故を予防するため減速する制御を

るわけです」
。

また，それにともなう死傷者数は，毎年1

したら，クルマ本来の魅力を失わせること

万人を超えているという数字に驚かされる。

になると言われたのです」
。

それほど，ペダル踏み間違いによる事故は
我々の身近で日常的に起きているのである。

そうした運転状況があることに気付かさ
れると同時に，ドライバーのペダル操作の

本来，ブレーキペダルを踏んで減速した

間違いを，ペダルの踏み込み方などから事

り，止まったりしなければならない状況で，

故として予知するのはなかなか難しいとの

こうした事故を起こしにくくするため，

ペダル踏み間違いによりアクセルペダルを

結論に達した。そして，開発は頓挫するか

正しい運転姿勢（ドライビングポジショ

踏み込んでしまった場合には，エンジン出

に思われた。

ン）を得られることはまずクルマづくりの

力を下げ，最終的にはクルマを止める制御

基本であり，

が行われる。

ユーザーは
一度も使わないかもしれない機能

「日産自動車でも，10年20年前から，ペ

万一事故になりそうなときには，もちろ

ダル配置ですとか，ペダルによって踏み込

んその制御でいいのだが，事故に至らない

んだ感触の違いをもたせるなど，正しく運

ような運転状況で，それが起きては困る。

井上が所属するIT＆ITS開発部は，オー

転ができるようにするための開発はしてき

「アクセルペダルを急ブレーキのようにガ

ディオやアラウンドビューモニター，ある

ています」

ペダル踏み間違い事故低減技術

と，今回のペダル踏み間違い事故低減技術
の開発にかかわった，技術開発本部 IT＆
ITS開発部 ITS先行・製品開発グループの
井上 拓哉は話す。その上で，
「今回の開発を担当するまでは，自分がペ
ダルの踏み間違いをするなどとは思っても
いませんでしたが，実態調査をしてみます
と，案外，駐車場という身近な場所で，し
かも，もしかすると身内を事故に巻き込ん
でしまう恐れもあるという痛々しい事故実

ブレーキペダルとアクセルペダルの踏み間違いによる事故は後を絶たない。そうしたなか，各
自動車メーカーから，ペダル踏み間違いによる誤発進を抑制する技術が実用化されている。そ
して，日産は，独自のアラウンドビューモニターと，ソナーセンサの組み合わせにより，危険状
態をより的確に判定し，ペダル踏み間違い事故を低減する技術に結び付けた。ペダルの踏み間
違いによる誤発進の事故は，多くの人が自分は起こさないだろうと考えている。したがって，そ
れを予防する技術に追加の代金を支払おうとはなかなか思わないだろう。その点，日産が開発
したペダル踏み間違い事故低減技術は，すでにノートなど量産車にも搭載が始まったアラウン
ドビューモニターや，ソナーセンサという既存技術を用いることで，コストをできるだけ上げず
に普及を目指して開発された。そして，万一のとき，付いていてよかったと胸をなでおろすことの
できる機能である。

態が見えてきたのです。そのことを知り，
改めて自分がクルマを運転しているときは
どうなのかと，ブレーキ操作の様子を意識
してみると，当然かもしれませんが，危険
の可能性を覚えるときは，無意識のうちに
ブレーキ操作をしていることに気付きまし
た。そのとき，何かの都合でペダルを踏み
間違うことが，全くないとは言い切れない。
万が一ということはあるのかもしれないと
思うようになりました」。
そして，ペダル踏み間違いによる事故を
未然に防ぐ機能の開発に取り組むことにな
る。
「初めに取り組んだのは，万一の事故の際，
ペダル踏み間違いという操作の中に，通常
とは違う何かのきっかけや，運転の動作が
あるのではないかということを探ることで
した。それが何かを調べ，制御する方法を
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いはコーナーセンサなどを開発するIT部
門と，井上が働く運転支援などの開発を行
うITS部門とが一体となった部署で，IT部
門では，2005年に日産がいち早く開発し
たアラウンドビューモニターの価値を，さ
らに広められる機能はないか検討している
ところだった。同じ部内であることから，
IT部門の担当する技術，アラウンドビュー
モニターやソナーセンサを，ペダル踏み間
違い事故低減技術の開発に活用できるので
はないかということになった。
「ペダル踏み間違い事故を低減する技術と

図 1 技術の突破は既に実用化されている部品の利用だった。左はソナーセンサ，右はアラウンドビューモニ
ター用のカメラ

は，実は，もしかしたらお客様が一度も使

せん。我々が開発で目指したのは，気付い

れる機能になるのではないかと考えたので

わないかもしれない機能かもしれません。

たら付いていて，万一のときそれで助かっ

す（図1）」。

でも使われないで済むことに越したことは

たという装備にするということです。

アラウンドビューモニターや，ソナーセ

ありません。一方で，万一ペダル踏み間違

私は，個人的にもアラウンドビューモニ

ンサを活用することにより，同じようなア

い事故を起こしてしまったときには，人命

ターは良い技術だと思っていました。そこ

クセルペダル操作であっても，周囲の状況

にもかかわる大きな事故になります。

で，すでに普及が始まっているアラウンド

から，危険な状態であるのか，あるいは通

そういう機能に対して，コストを掛ける

ビューモニターや，そこにソナーのセンサ

常の走行状態であるのかの判定材料とする

のは難しいですし，また，普及しなければ，

を組み合わせ，運転支援に使えば，大幅に

のだ。

痛々しい事故を減らしていくこともできま

コストを上げることなく，より普及させら

菅野 健 Takeshi SUGANO

井上 拓哉 Takuya INOUE

餌取 成明 Nariaki ETORI

田中 大介 Daisuke TANAKA

日産自動車株式会社
電子技術開発本部
IT&ITS開発部 ITS開発グループ

日産自動車株式会社
電子技術開発本部
IT&ITS開発部 ITS開発グループ

日産自動車株式会社
電子技術開発本部
IT&ITS開発部 ITS開発グループ

日産自動車株式会社
電子技術開発本部
IT&ITS開発部 ITS開発グループ

「受賞は貴重な経験となりました。各 「開発の仕事は，技術 者として基 本
「数多くの技術の中で今回受賞頂け
分野のスペシャリストの協力があり， 的には好きでやっていることですから， たことは，名誉ある賞を頂けたことに
本システムを世に出すことができまし
それは多少の苦労はありますが，や
感謝するとともに，技術の進歩に貢
た。今回の開発における経験や人の
りがいが多々あります。今回は，賞
献できたという実感あり，非常にうれ
繋がりを今後の開発に生かしたいと
を戴くということで，より開発したこ
しい思いです。これからも本技術は
思っております」
とが報われ，光栄に思う喜びがあり
素晴らしい技術であると自信を持っ
ます。さらに，普段，開発の仕事を
て，より多くのお客様に伝えたいと
家族に知ってもらうことはなかなか難
思います」
しいのですが，受賞ということで報
告でき，妻も，凄いことをやってい
るわねと，喜んでくれました。両親
も，特許出願などのときとはまた違っ
て，受賞を大変喜んでくれています」
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「これまでにはない様々なお客 様の
使われ方，環境，シーンを考えさせ
られ多くの気づきを得られた開発でし
た。受賞に当たっては，多くの担当
者の技術力を終結した結果であり大
変感謝しています」

気付いたら付いていて，万一のときそれで助かったという装備
―日産自動車
（株）―

アクセルとブレーキ
ペダル操作の違いとは
同時に，改めてドライバーのアクセルペ
ダルの操作の仕方を，詳しく分析もしてみ

をしてしまったとき，そこから衝突に至る

「設計者が，どこまで考えられているかが，

までの，距離や時間に余裕がないことだ。

すごく重要でした」と，井上は振り返る。

たちまち壁に衝突したり，ショーウィンド

「クルマの近くにある物に，ペダルの踏み

ウに突っ込んだりしてしまう。踏み間違い

間違いで誤発進し，ぶつからないようにす

によって暴走し始めてから，それを止めよ

ればいいと，機能の概念は簡単に決まりま

うとしても間に合わない可能性がある。

す。

た。ブレーキペダルとアクセルペダルの踏

そこで，「ペダル踏み間違いをしてしま

しかしそこから，設計し，モノとして完

み間違いをした場合，ドライバー自身は，

う前に，ドライバーに気付いてもらうこと

成させるためには，先ほどの駐車場の例の

ブレーキペダルを踏んでいるつもりでいる

が大切になる」と，井上は言う。

ように，駐車場内にある突起を乗り越える

ので，アッと踏み間違いに気づいても，ク

そこに，アラウンドビューモニターやソ

ルマを止めたい一心で，さらにペダルを踏

ナーセンサの効果を期待することができる。

どのように判定するのか。あるいは，洗車

み込んでしまうと場合があることが，事故

マン・マシン・インターフェイス，クルマ

機のなかを前進していくという場面で，目

の実態調査から分かってきた。すでに壁に

とドライバーの関係において，危険をメー

の前に洗車機のブラシという障害物が確認

衝突したあともなお，タイヤが空転し続け

ター表示したり，警告音で知らせたりも

されても，そこでは前進できなければ洗車

るほどアクセルペダルを踏み続けている事

行っているが，ペダル踏み間違い事故低減

できません。そうした様々なクルマの使用

例もあった。

技術においては，あえて通常より大きめの

環境を，いかにうまくとらえていくかが，

警告音を出し，危険状態であることをはっ

こうした思い切った制御を行う上では重要

グで見られるように，駐車位置の手前で

きり知らせるようにしていると言う。また，

になってきます」
。

段差を乗り越える場合がある。このとき

アクセルペダルが踏み込まれた際，本来は

言われてみれば，目の前に障害物がある

は，輪留めを乗り越えてしまうのとは違い，

ブレーキペダルが踏まれるべきであるとい

という状況は，実に様々あることが伝わっ

ゲートが仕組まれた段差を乗り越えなけれ

う周囲の状況が，アラウンドビューモニ

てくる。

ば駐車できない訳で，ここでは，ドライバー

ターやソナーセンサ情報から判定されたと

アラウンドビューモニターや，ソナーセ

はアクセルペダルを強く踏み込むことにな

きには，素早く警告を行い，ドライバー自

ンサなど，個別の部品開発においても新た

る。

身で誤操作に気付き，ペダルを踏み替えら

な取り組みが必要であったと話す。

れるようにも考えられている。

「アラウンドビューモニターでは，駐車場

一方，駐車場の中でも，コインパーキン

駐車場内で，アクセルペダルを強く踏み
込むという操作の中に，それが運転行為と
して正しい場合と，ペダル踏み間違いによ
る危険な状況と二通りあるわけだ。

のと，輪止めを乗り越えそうになるのとを，

の枠を認識しているのですが，白い線は道

概念ではなく
障害物を判定できるか

路にもひかれています。それをどう区別す
るのか。

危険であるか，そうでないか，判定の難
しさが改めて明らかになってきた。
技術的に難しいのは，ペダル踏み間違い

まず道路には，どのような白線が引かれ
こうした機能を作り込むうえで，苦労も
あった。

ているのかを調べました。一つの車線の幅
がどのくらいなのか，また，白線の太さは

カメラ

超音波ソナー

超音波ソナー
図2

システム構成図。バンパには前後 4 個のソナーセンサが組み込まれ，障害物の方向と大きさを測る

29

5

Chapter

どれくらいであるのか？

る指針がなければ判断できない。基準を決

に障害物があるという状況は，テストコー

めるために，とにかく走り込んだと，井上

ス内でその場面を設定し，確認することが

設されているのですが，実際は人が線を引

は言う。

できます。一方，道路の白線などランダム

いていますから，必ずしも厳密ではありま

「駐車場の枠についても，二本線で区切ら

な状況を知るためには，色々な道路を，昼

せん。都市部や郊外で差があったり，雪国

れていれば，まず駐車場だと言えます。道

夜も含め，時間を掛けて丹念に調べていく

では違ったり，また白線自体も，かすれが

路でも二本線の場合がありますが，それは

しかありませんでした。もちろん，すべて

あったり，昔の線が薄く残ったまま新しい

たいていセンターライン側です。難しいの

走ってということではなく，マトリックス

線が引かれていたり……」。

はやはり一本線で，この場合，奥までカメ

でチェックするということも行いますが」。

ラで見えていないと，駐車枠なのか道路の

次に，
ソナーセンサも，
苦心の開発であっ

それらは，基本的には決まりに沿って敷

人はそれを目で見て，簡単に区別し，判
別しているが，カメラで捉えた画像からコ

線なのかを判定しにくくなります。

ンピュータが判定するためには，基本とな

駐車場がなく壁のある駐車場に前進で駐車

ただし，駐車場の枠とか，クルマのそば

壁に寄せて停止しようとして，ブレーキペダルを踏んだつもりが誤ってアクセル
ペダルを踏み込んでしまった

「そもそもソナーセンサというのは，超音

自動的に加速を抑え，ブレーキが作動して衝突を未然に防ぐ。
バックでの駐車時でも作動する

ソナーが壁を検知

図3

た。

エンジン出力を制御し，急な加速を抑制する。さらに自動的にブレーキをかけ
て衝突を防止，または被害の軽減を行う

壁などの障害物の前に駐車するときにアクセルを踏み込んでしまったケース

壁がなく，駐車枠のある駐車場に前進で駐車

カメラが駐車場の白線を検知

駐車操作時にアクセルペダルが素早く深く踏み込まれるとエンジン出力を制御
し加速を抑える
図4

万一誤ってペダルを踏み間違えた時の過度な加速
を防ぐ

エンジン出力を制御し，急な加速を制御する

駐車場枠内に駐車するとき，アクセルを踏み込んでしまった場合

接触直前にブレーキが作動。渋滞中のクリープ走行での前進による衝突の回避を
アシストする

壁があり，クルマ止めはないが駐車枠のある駐車場に後退で駐車

ブレーキペダルを踏んでいた力が緩み，前方の停止車両に衝突しそうになった

クルマ止めがあると思って後退してしまい，後ろの壁に衝突しそうになった

自動的にブレーキをかけて衝突を防止，または被害の軽減を行う

自動的にブレーキをかけて衝突を防止，または被害の軽減を行う

図5
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渋滞や駐車操作中など低速で走行しているとき，ブレーキ操作が遅れてしまったケース

気付いたら付いていて，万一のときそれで助かったという装備
―日産自動車
（株）―

波を使って，障害物が近くにあるかないか

こするなど傷をつけてしまいがちです。そ

効にして，ブレーキを掛けるのですから，

だけを知るための簡単な機能として利用さ

れが嫌で，クルマで外出するのが億劫に

そこは全く新しい開発でした。

れてきました。したがって，クルマからど

なったという声もありますから，低速走行

の方向に，どれくらいの大きさの物がある

のとき障害物との接触を避けられれば，日

かまで，一つのソナーセンサでは判断でき

常的な利便性にもつながり，この機能の価

また，アクセルペダルというドライバー

ません。そこで，前後のバンパに４個のソ

値をさらに広げていくことができます（図

の意志を表現するところから，エンジン出

ナーセンサを設けています。そして，隣同

3，4，5）
」。

力を上げ，クルマを走らせるという実際の

そして改めて，世の中には，いろいろな
運転状況があるのだなと思いました。

士のソナーセンサがどのように障害物を検

たしかに，ペダル踏み間違い事故は，冒

知したか，それによって，総合的に，障害

頭に井上が述べているように，一度も経験

プロフェッショナルが揃っているというこ

物の方向や大きさなどを分析して使ってい

しない人もいるはずで，それ以上に，駐車

とに気付かされました。これまで知らな

るのです（図2）
」
。

場などでクルマをこすってしまわずに済む

かった話が色々出てきて，びっくりするこ

ほうが，身近で有り難い機能といえる。そ

とばかりでした。

衝突や接触防止にも使える
障害物認識
こうして作り込まれたペダル踏み間違い

動きまで，その間に，様々な専門家がいて，

のうえで，万一の際には，ペダル踏み間違

社内の，こうした色々な分野の人と話す

いによる誤発進を防ぐことができ，より安

ことによって，知識とか，人材が集まった

全であり，安心してクルマに乗れるように

組織の大切さを思うとともに，こういう組

なる。

織が出来上がるまでには一朝一夕にはいか

事故低減技術は，渋滞や，駐車のための低

ペダル踏み間違い事故低減技術の開発を

速走行中にブレーキ操作が遅れた際，衝突

行ってみて，改めて技術者としてどのよう

直前にブレーキを作動し，衝突を防止する

なことを発見し，感じたのだろう。

機能も含まれている。

「今回の開発は，ドライバーの操作とは逆

とも言われる。しかも，新しい電子制御機

「ペダル踏み間違い事故低減技術に取り組

の応答をクルマにさせるという点で，従来

能が増えるほど，自動車メーカー内の他分

んでいるうちに，ソナーセンサによって障

にはなかった開発でした。

野が連携して取り組まなければならない時

ず，長い時間と歴史が必要なのだろうと思
わされました」
。
クルマは，寄せ集め技術の集大成である

害物を認識し，ブレーキでクルマを止める

日産のセーフティシールドという考えの

代になってきた。そうしたなかから，クル

ことをやれば，低速での衝突回避にも役立

下，運転支援として衝突被害軽減装置の開

マの動力性能だけでなく，安全装備も充実

つことが分かりました。

発などは行ってきましたが，それでも，こ

してきている。

このペダル踏み間違い事故低減技術は，

れまではドライバーの意志を最終的には優

まず2012年にミニバンのエルグランドに

先する装置の開発です。しかし，ペダル踏

数々の英知が集められ，完成した，新しい

装備して発売しましたが，大きなクルマほ

み間違い事故低減技術は，ドライバーがア

時代の自動車技術の一つと言える。

ど死角があって，駐車の際にクルマの角を

クセルペダルを踏んでいるのに，それを無

ペダル踏み間違い事故低減技術の開発は，

当日は急な出張などが入り，井上氏が代表してインタビューに応えてくれた
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6 本当に困ったところだけ，

Chapter

助けてください

ミニバン運転席への移乗と
車いす収納が同時にできる装置の開発
Development of Device which Enables the Driver’s Transfer to Driver Seat of
Minivan and Storage of a Wheelchair at One Time

トヨタ自動車東日本（株）

たとえ障がいがあってもクルマを運転したい。そのような積極的な人たちが増えるに従い，ウェルキャブの販売は伸び続けている。
しかしそのような人たちにはもう一つの夢があった。「家族を乗せたい。子供と一緒に出かけたい」。
だが今までのウェルキャブの構造では，車椅子を車内に収納すると，座席が犠牲になり，ほとんどが2人乗車に制約されていた。
ではミニバンならどうか。座席位置の高いミニバンに安全に乗り込め運転できたら……。
この開発は今までなかった「ミニバン・ウェルキャブ」 の可能性を探ることから始まった。
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子供を乗せて
運転したい

介護者向け 高い 車いすドライバー向け
市場に対応商品無し
リフトアップシート

座面高

ミニバンでも，障がいを持つ人が運転で
きるように。そのために，車いすから，座
席位置の高いミニバンの運転席に座れるよ

本当に困ったところだけ，助けてください
―トヨタ自動車東日本
（株）
―

回転スライドシート

650mm

ウェルキャリー

低い

うにする。これがこの開発の出発点である。

図1

移乗ボード付
シート

国内福祉車両 MAP

車いす

た（図1）。そこは，一つの盲点でもあった。
トヨタ自動車東日本 技術統括部 K-MAX

うち，自ら運転をする車いすドライバー
の数は，2002 年に 20 万人を超えて推
移している。これに対し，車いすドライ
の完成車で年間約 500 台，専門メーカー
での後付の補助装置で年間約 5000 台
の規模である。しかし従来，3 列シート
のミニバンに車いすドライバー向けはな

事業室 福祉機器グループのグループ長で
図2

ように語る。

セダンに車いすを収納した状態
（2 名しか乗車できない）
車いす

「我々は福祉機器展などの会場で，福祉
車両の説明員として立つのですが，その
折，トヨタ・アイシスの助手席リフトアッ

かった。そこに目を向けたのが今回の開
発である。これに限らず，福祉車両の開
発には常に健常者の技術者と，消費者で
ある障がい者との思いと要望との格差が
生じやすい。この開発においては，リハ
ビリテーションセンターへの聞き取り調
査で，理学療法士・トレーナーや，障が

プシート車のウェルキャブ（福祉車両）を
こういうクルマを自分で運転したいとおっ

び 始め，2012 年 には 3 万 9000 台 超

バー向けの福祉車両は，自動車メーカー

運転することへの対応は行われていなかっ

見にいらした障がいをお持ちのお客様が，

福祉車両の普及は 1990 年代から伸
で過去最高の台数を販売している。この

福祉車両では，これまでまだ，ミニバンを

ある國嶋 孝史は，開発に至る経緯を次の

ミニバン運転席への移乗と
車いす収納が同時にできる装置

い者自身からの話を直接聞き，また試作
図3

ウェルライドを架装したミニバン
（6 名乗車が可能）

での実体験によって，本当に実用性を備
えた移乗補助装置「ウェルライド」とし
て完成を見たのであった。

しゃったのです。ちょうど年齢的にも私と
同じくらいの方で，普段は奥様に運転して
もらって外出するそうですが，一般的な乗
用車の車いすドライバー用では，車いすを
室内に収納すると，座席の関係でお子様が
乗れなくなってしまう。障がいをお持ちの
方ご自身で運転し，お子様を連れて出掛け
たり，ほかの人を乗せたりして走りたいと
言われたのです。
これまで福祉車両の開発をしてくる中で，
まさかミニバンを運転したいとの要望があ
るとは想像もしていませんでした。しかも，
年齢的に自分と近いと思われる方からのご
要望であり，私自身，家族を思い浮かべな
がら，身につまされる心持ちでした……」。
通常の乗用車で，障がい者自身が運転で
きる福祉車両は存在する。しかしその場合，
後席は，障がい者自身が乗ってきた車いす

図 4 車いす収納スペース。2 列目シート二人分が
使えないだけであとのシートには人が座れる

を収納するため場所を取られ，実質的に人
が座ることはできなくなる。結果，本人と

ルライド（今回の移乗補助装置）を装着し，

もう一人，助手席に乗る人との2名乗車と

2011年12月に売り出されたアルファード

なってしまう。ところが3 列シートのミニ

／ヴェルファイアと，2012年７月に売り出

バンであれば，後席に車いすを収納しても，

されたエスティマのウェルライド車は，助

3列目にほかの人が乗ることができる。大

手席後ろ側の2列目にも一人座ることがで

「私は，2009年に福祉車両の部署に異動し

勢で一緒に出掛けられる（図2，3，4）。

き，運転者含め，計６人で乗車して出掛け

てきましたが，その前から，ミニバンを運

ることができるのだ。

転できる福祉車両を開発できないかという，

実際，トヨタ自動車東日本が開発したウェ

完成車として
採用させてください
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することに消極的なのではな
いかと，危惧していた面もあ
りました。ところが全く逆で，
理 学 療 法 士・ トレーナーの
方々は障がいを持っている方
たちにも運転できるようにし
てあげたいと，我々を励まし
て下さったのです。自分で運
転して出かけられるようにな
れば，色々な可能性を広げる
ことにつながると。

國嶋 孝史Takashi KUNISHIMA

西原 浩次 Kouji NISHIHARA

三輪 真理 Shinri MIWA

トヨタ自動車東日本株式会社
技術統括部 K-MAX事業室
福祉機器グループ グループ長

トヨタ自動車東日本株式会社
技術統括部 K-MAX事業室
福祉機器グループ

トヨタ自動車東日本株式会社
技術統括部 K-MAX事業室
福祉機器グループ

「移乗補助装置のシートは，変な形を 「この賞を戴き，今後仕事をしてい
していますが，この形にたどり着くま
く中で，お客様に恥じることのない
で苦労しました。障がい者の方に実
製品を開発していかなければならな
際に試していただきながら，この形
いという気持ちがよりいっそう強く
になったのです。そういうわけで，自
なりました」
分はあまり仕事をしたという感覚で
はありません。障がい者の方を含め，
色々な方々の協力で開発できたので
す。受賞の喜びは，
協力をしてくださっ
た障がい者の方たちの所へも届けた
いと思っています。ある方に『我々の
誇りです』と言っていただき，有り難
いと思いました。また，物を作って終
わりではないと，改めて思っています」

また，リハビリテーション
センターの障がい者の方ご自
身も，こうしたいとか，ああ
したいといった意見を言って

「もちろん賞を狙って開発してきた
わけではありませんが，淡々とやっ
てきたことが賞に結び付き，開発が
成就したと思いました。開発してい
る最中は，いったいどこがゴールな
のか，手探りでやっていたようなと
ころがありましたが，受賞によって
最終的な形になったと実感すること
ができました」

もらうことができました。
我々が取り組もうとしてい
ることが期待されていること
を知り，やりがいを感じまし
たし，いよいよ途中でやめる
ことはできないと腹を括りま
した」
。
「意見交換を重ね，仕様が固
まってきてからも本当にそれ
で大丈夫なのか，悩み，苦し
みました。そこで，既存の福
祉車両と同じ基準での評価を

新しい製品を模索する活動が室内にありま

小さいことが大きな問題であることが分か

する必要があると考えました。トヨタの社

した」と，國嶋は開発初期の様子を語る。

りました。どこか指にでも引っ掛けること

内で数々のウェルキャブを製品化してきた

「そもそも我々では判断のつかないことが

ができれば動かしたりできるのかと思って

開発部署にウェルライドの評価の相談をし

山のようにありました。障がいをお持ちの

いたのですが，握力が小さく力が入らない

に行ったのです。評価をお願いするため装

方の，障がいの様子は人それぞれに違い，

ということは，指も曲がってしまい，引っ

置をみせると，ウェルライドを非常に気に

その上，障がいがあることによる体の動き

掛けたり支えたりできないことが分かりま

入っていただき，
『完成車として採用させ

方や，力の入り方がどうであるのかといっ

した。それでも，仕様を判断するところま

てください』と言って下さった。逆に，早

た，物づくりの肝心なスタートのところか

での確証はまだ得られません。そこで想像

く製品を仕上げなくてはいけないことにも

ら，どうすべきかが想像つかないのです。

するのではなく，分からないことは聞こう

なりました（笑）
」
。

たぶん，できるだけ早くクルマに乗り込み

と考え，教えていただける方を探したので

「我々トヨタ自動車東日本では座面高の高

たいだろうなということくらいしか想像で

す」。

いミニバンは生産していません。ですから，

きませんでした」。

そして，電動車いすの開発でかつてご協

当初は部品としてウェルライドを完成させ，

そこで，まず絵コンテで，車いすでクル

力いただいたリハビリテーションセンター

販売することを前提としていました。完成

マの運転席へ近づき，そして，運転席へ乗

へ出掛け，理学療法士・トレーナーや，障

車にするには他工場で生産されたクルマを

り込み，乗ってきた車いすを収納するとい

がいを持つ人たちに直接尋ねることにした

我が社へ持ち込むことになるわけですから，

う手順を表し，色々な人に聞いてみること

のである。

まさか，完成車にできるとは思ってもみな

から始めた。

「こちらで描いた絵コンテを持って，理学

かったことだったのです。『採用させてく

「まずは社内で，杖を使っている社員に生

療法士・トレーナーの方に，こういう移乗

ださい』と言っていただいたことは，大変

の声を聞いてみました。またOBの方にも

補助装置を考えていると説明しました。

ありがたかったです」
。

声を掛けながら話を聞いていくと，握力が
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実は，障がいのある方は，ご自分で運転

本当に困ったところだけ，助けてください
―トヨタ自動車東日本
（株）
―

り遅かったです。理由は，早すぎると怖い

障がいは人それぞれ
本当に要望されているところとは

と，國嶋は補足する。

だろうと考えたからです」

既存の車部品にはない
アクチュエータ開発

國嶋も付け加えて，
「この装置の動きを知らない人が，そばに

開発の多くの時間，國嶋と一緒に調査

立っている可能性もあります。そうした安

や 検 討 を 行 っ て き た の が， 技 術 統 括 部

全性も考慮して，速度を決める必要がある

K-MAX事業室 福祉機器グループの西原

のです」。

開発も，苦労の一つだったと三輪は言う。

浩次である。

「それでも，やはり人によって感じ方が違

「ここまでのスピードと，人が乗って昇降

「理学療法士・トレーナーと，障がいをお

います。昇降の動きを計測し，どう感じる

するためのパワーを兼ね備えたアクチュ

持ちの方それぞれに，色々な意見を言って

かを多くの人に聞いてみました。そして，

エータは，既存のクルマの部品ではありま

いただいたのですが，頂くご要望は十人い

もっとも多い意見の速さに落ち着きました。

せん。参考にしたのは，ベッドの傾きを変

れば十通り，それにお体の状態がそれぞれ

それでも，慣れてくると，まだ遅いと感じ

えるためのものでしたが，それでも，今回

違いますから，聞いた方の数以上のご要望

るかもしれません」と，三輪。

のウェルライドのモータは，複雑な制御を

が集まります。しかし，最終的には一つの

「福祉車両で，電動で動かす装置が色々あ

持たず，モータの性能だけでスピードとパ

装置でそれぞれのご要望を具現化しなけれ

りますが，介護をなさる方が操作するもの

ワーを管理していったので，そこが難し

ばなりません。聞けば聞くほど背反するも

に比べると，これは運転者が自分で操作す

かったですね。

のも増え，まとまらずに悩み，考えました。

る装置なので，少し早目という感じです」

昇降をさせるための，アクチュエータの

モータメーカーとは，何度も打ち合せを

そこで，意見をまとめるだけではなく，そ
れぞれの方の人間性や，その人の背景など
を考えるようにしたところ，本当に要望し
ていることは何なのか，実は同じ事を求め
ているのではないか，一つを解決すると，
もう一方も解決できるのではないか，など
ということが見えてきたのです。
例えば，早く乗り込みたい，人に見られ
たくないというご要望は，装置のスピード
を速くしたり，装置を目立たせなくするこ
とではなく，操作手数を減らせば，安全な
装置速度を保ったまま早く乗り込めるので
はないか，などというように考えることが
できるようになってきたのです」。
こうして，ご要望をそのまま形にしてい

図5

くのではなく，自分たちなりに立てた仮説

平行リンクを使った収納機構

を基に試作をして，実物で確かめてもらう
段階へと移行していった。
「物があることで，より具体的な要望を聞
き取ることができました。たとえば，装置
が動くことによる恐怖心などは，絵コンテ
の段階では分かりません。装置の昇降速度
なども，同じ開発チームの三輪と一緒に相
談しながら決めていきました」。
技術統括部 K-MAX事業室 福祉機器グ
ループの三輪 真理は，このウェルライド
では主にアクチュエータの設計・開発に携
わった。
「クルマには早く乗り込みたいだろうとは
想像しましたが，最初は，昇降速度は今よ

図6

車いすからシートに乗り移る際に考えられたブーメランのようなシート
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しましたし，私どもの困難な要求にも常に

移乗シートの形はブーメランのように変

前向きに検討して頂き，何度も試作をして

わった形をしているが，鋼板で構成されて

もらいました」。

いる。車両のように大量生産を行うのであ

モータメーカー同様，板金メーカーの多

モータメーカーの多大な協力によって，

何度も板金メーカーへ行き，夜遅くまで皆
で考えました」
。

れば，金型を起こしプレス品を使う事によ

大な協力により，ウェルライドは成り立っ

ウェルライドのための一点物といえるアク

り強度を保ったまま形状の自由度も広がる。

ている。

チュエータは出来上がった。

しかし，ウェルライドは量産の製品とは

次に，昇降装置の機構開発はどうであっ

さらには，

言っても，福祉機器はまだ数をそれほど多

「こういう装置をクルマに取り付ける場合，

たのか。こちらは，西原が担当した。

くは見込めない。
「いかに型レスで部品を

どんな法規を満たせばよいのかも一から調

「そもそもどういう機構で昇降させるか，

作り上げていくか，とても悩みました。そ

べました」と，付け加える。

そこは，三輪と一緒に考えました。そして，

んな時，既存の福祉機器を製作している板

サスペンションアームの動きからヒントを

金メーカーが，少量生産のノウハウを生か

得て，そこを活用すればできるのではない

し，低コストでプレス品に代わるような製

かと思い至ったのです」。

法を提案してくれたのです」
。

それが，平行リンクを使った円弧運動の

さらに，品質管理も課題であったと振り

最初はリモートコントロールは
ボタンが八つもあった
こうした一つひとつの問題に，社内の実

中での車いす収納法である（図5）。

返る。

験部ほか，様々な部署の協力を得て開発は

「リンクの動きが決まってくると，次は，

「少量生産ですから，おのずと手作業が増

進められていった。その中には，冒頭のト

どのような力が，どの方向へ，どれくらい

え，品質を安定させることも難しくなりま

ヨタでの製品評価といった協力も不可欠で

掛かるのか，そこを判断しないと，設計へ

す。とはいえ，製品には量産品質が求めら

あった。

移れません。たとえば，移乗補助装置の椅

れますし，使用中に万一のことがあっては

子の部分から，運転席へ乗り移る際にどれ

いけません。どうやって品質を維持してい

「私は，こういうふうに動いて，こう移動

くらいの力が掛かり，移乗補助装置はどれ

くか，何を守れば性能を満足できるのか，

できるといいのではないかというような，

國嶋は，

ほど堅牢でなければいけないのか。それら

やりたいことを言うだけで，西原や三輪や，

の力を導きだし，一つひとつの部品に求め

そのほか大勢の方たちの協力でようやく出

られる強度，性能を決めていきました。机

来上がったといえます。また，社内や，グ

上で分からないい部分は，実際に試作機に

ループのトヨタの力添えだけでなく，横浜

乗って頂き，そのときのひずみを測定し，

市総合リハビリテーションセンターの理学

力へと換算したりもしました。

療法士・トレーナーの方や，入所されてい

また，移乗補助装置にドライバーが座る

る障がいをお持ちの方々など，大勢の協力

いすの部分についても，初めは本当にいす

によって，一緒に仲間になって戴きながら

のような形をしていましたが，それだと運

ここまでこられたのです」
。

転席へ乗り移る際に隙間があって怖いとか，
移乗補助装置と運転席の間に段差ができて

福祉機器の開発を進める難しさは，健常
移乗シートの使い方を見ながら動きを解説してもらう

者と障がい者との共通認識の醸成が欠かせ

移動しにくいとか……」。
その結果，大きなブーメランのようにく
の字に曲がった厚い板を，移乗補助装置の
移乗シートにするのがよいという結論に
至った。
最初は矩形だったシートは，折り畳み式
のボードが追加され，さらにそれが一体と
なり，最終的にはブーメランのようにくの
字に曲がった形となった（図6）。
「移乗シートの形がここまで決まるまでに
は，多くの試作を繰り返し，最終的にはミ
リ単位の調整をしていきました。
これも，障がい者の方はもとより，板金
メーカーのご協力によって完成したといえ
ます」
。
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今までなかったミニバンウェルキャブ開発の経緯を聞く

本当に困ったところだけ，助けてください
―トヨタ自動車東日本
（株）
―

図７− 9

ない。
三輪は，

車いす収納状態から展開するまでの動き

「ミニバンにということで始めた開発でし
たが，いざ発売をしてみると，軽自動車で

てよかったと改めて実感しました」と語る。
西原は，

「当初は，すべての動作を電動で行うのが

も背の高いワゴン車ではスライドドアがあ

「これまで開発してきた福祉車両や福祉機

いいのではないかと考えていました。しか

り，使いたいとの要望があって驚きました。

器と同じように開発してきたつもりでいま

し，リハビリテーションセンターの方に伺

寸法的には装着可能です。ただしミニバン

したが，ここまで感謝されるとは思いませ

うなどすると，障がいのある方が本当に

と違って，後席は車いすを載せるため，座

んでした。展示会場で，ある障がい者の方

困っているところを助けてくれればいいと

れなくなってしまいますが……」と，國嶋

に，
『自分の選択肢が広がるのが嬉しい』

教えられました」。

は，予想外の展開を語った。

と，言っていただきました。リハビリテー

と話し，西原も，
「すべての動作を電動で行うことを考えて
いたときは，リモートコントロールのボタ

ションセンターへ持って行ったときも，多

ここまで考え抜いてくれて
ありがとう

ンが8個もあって，順番に押していかない

くの方が集まってきてくれました。人が注
目してくれているという，それだけでも嬉
しかったです」
。

と動かないような状態でした。しかし，そ

福祉機器の展示会へ行くと，会場内の熱

れでは操作が複雑で分からなくなってしま

気は，モーターショー以上である。日々の

「やはり展示会へ出品したとき，ウェルラ

います。いまは，二つのボタンスイッチで

生活のため，また，生きるという意欲のた

イドの情報をネットか何かで知って，朝か

操作ができます」と言う（図７，8，9）。

め，障がいを克服して過ごすための機器や

ら観に来てくださった方があり，さっそ

装置に対する障がい者の思いは非常に深く，

く試してみて，
『乗れるね。これならいい

熱い。

ね！』と言ってもらえたときは，嬉しかっ

完成したウェルライドは，トヨタのウェ
ルキャブ以外でも，どのミニバンにも装着
できるように考えられている。
「ミニバンで，右側に電動スライドドアが
あれば，ほぼどの車種でも装着できます」

こうして，ウェルライドが完成したいま，
どのような思いでいるのか？
國嶋は，

三輪は，

たです。
障がい者たちの喜びの声が，開発者たち
にさらに大きな力を与えたと言えるだろう。

と，國嶋は言う。それを実現するため，西

「福祉機器の展示会場へ行きましたら，
『こ

クルマは，まだすべての人々に普及しては

原は，

こまで考え抜いてやってくれてありがと

いない。クルマ離れと言っても，まだまだ

「ほかのメーカーのミニバンの寸法を測り

う』という言葉を，来場された障がいをお

行き届いておらず，また待っている人が大

にも行きました」と笑う。

持ちの方に言っていただきました。ものづ

勢いることを，ウェルライドの完成が教え

そして，いざ発売してみると，軽自動車

くりに苦労は当たり前で，苦労と言うほど

てくれた。そのことを，自動車人たちは忘

のスライドドア車に取り付けを希望する顧

の思いもしてきませんでしたが，障がい者

れてはならない。

客が表れた。

の方に直接こうして感謝され，本当にやっ
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走りは極めた。次は燃費だ。
次世代3気筒1.2L直噴スーパーチャージャエンジンの開発
Development of New I3 1.2L Supercharged Direct Injection Gasoline Engine

日産自動車（株）

日欧で販売を伸ばす量販車。求められるのは燃費性能だ。
日産 「第三のエコカー」は世界的な流れの中でエンジンのダウンサイジングが選ばれた。
しかし欧州と日本の使われ方で，エンジンに求められる性能は根本的な違いがあった。過渡特性の違いである。
このクラスでは贅沢ともいえる技術の投入によりピンポイントでの絶対性能を獲得しながら，
過渡特性の違いに悩み，適合性を求めざるを得なかった。それが技術開発賞につながったこのエンジンである。
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二代目エンジンは
ダウンサイジング

走りは極めた。次は燃費だ。
―日産自動車
（株）
―

ることはできません。また，環境への効果

気量としての下限は 1.2L に落ち着きまし

という点においても，大変優れたエンジン

た。そこには，マーチですでに市場導入

ができても，それが少量しか販売されな

が始まっている自然吸気の 1.2L エンジン

かったのでは，効果が限定的になってしま

HR12DE が，日産にはあります。その基

2012年に発売された日産ノートの二世

います。環境対応とは面積ですから，数多

本骨格となる部品は流用し，それによって

代目に搭載されたエンジンが，今回の受賞

く普及し，広い面積へ波及効果が及ぶこと

生産性でも効果を出していこうとしたので

技術となるHR12DDR型である。従来搭載

が肝心です。

す（表１）」。

されてきた，排気量1.5L直列4気筒クラス

そのような検討から，最終的に小さな排

のエンジンに対し，排気量1.2Lの直列3気
HR12DDR

筒＋スーパーチャージャ付で適合させた，

Engine Type

ダウンサイジングエンジンである。この
HR12DDRエンジンは，日産ノートに搭載
されるより先に，欧州市場向け日産マイク
ラ（日本名マーチ）に搭載され，市場導入
されている。ただし，マイクラではマニュ

HR12DE

Inline 3

Displacement (cc)

1198

Bore x Stroke (mm)

78x83.6

Compression Ratio

13.0/12.0

10.7

Max.Power (kW/rpm)

72 / 5600

59 / 6000

Max. Torque (Nm/rpm)

142 / 4400

110 / 4000

95

115

CO2 emission (g /km)

アルトランスミッション（MT）との組み

Emission Level

合わせがメインだったのに対して，ノート

Aspiration

Super Charger

Natural Aspiration

Fuel supply system

Direct Injection

Port Injection

INT. & EXH.

INT.

ではCVT（ベルト式無段変速機）との組み

EURO 5/JC08-75%

CVTC cystem

合わせのみであるほか，市場によってガソ

表1

リンオクタン価や走り方の違いなどもあり，

エンジン主要諸元

それぞれの仕向地や対象車種の違いによっ

次世代3気筒1.2L直噴スーパーチャージャエンジンとは

て，適合作業が必要であった。
では，まずは，そもそもダウンサイジン

小型２ボックスカーは世界的に大量販売される車種で，それだけに，各自動車メーカー間の競

グエンジンとして，直列3気筒直噴＋スー

争も激しい位置付けである。また，これから先，ますます，ハイブリッド車や電気自動車と競合

パーチャージャという仕様に至った背景を，

し，競争が激しくなるであろう市場でもある。そこに，ガソリンエンジンで飛躍的な燃費の改善

パワートレイン開発本部・パワートレイン

と，日常的なクルマの利用で十分な走りを提供する動力性能の両立を図ったのが，日本で日産

第一製品開発部・ガソリンエンジン製品開
発グループ・パワートレイン主管の岸 一昭
に語ってもらおう。
「まだ先行開発が行われていたとき，私は

ノートに搭載される直列 3 気筒ガソリン直噴スーパーチャージャ付エンジンの HR12DDR であ
る。欧州では，小排気量＋ターボチャージャのダウンサイジングが進み，日本国内では高圧縮
比とミラーサイクルを使った自然吸気エンジンという動きが，軽自動車を含めて進んでいる。その
両方の市場特性に，一つのエンジン形態で合わせていこうとしたのがこのエンジンの特徴でもあ
る。欧州市場と同じ過給を行いながら，スーパーチャージャを選択した理由も，そこにあった。

今とは違う技術企画部という部署で，環境
を担当していました。具体的には燃費の改
善です。そこには，電気自動車，ハイブリッ

熱効率向上

・3 気筒

・高圧縮比 12

ド車，そして従来通りのガソリンエンジン

・直噴システム

車も含まれています。電気自動車について

・ピストンクーリングチャンネル

は，まだリーフが発売される前で，それら

・Na 封入バルブ

の車種を，どのように普及させていくかを

・ミラーサイクル
・高熱伝導ピストンリング
・真鍮バルブガイド

フリクション低減

・水素フリー DLC コーティング
（ピストンリング・バルブリフタ）
・可変容量オイルポンプ
・回転変動吸収クランクプーリ

考えていたのです。
そのなかで，ガソリンエンジンで燃費を
改善する策，ポンピング損失の低減が課題
としてあります。これを実現するには，排
気量を小さくしていくのが一番効きます。
では，どこまで排気量を小さくしていくの

ポンピングロス低減

かといった場合，当初は，この1.2Lより小

・ミラーサイクル

さなエンジンも検討していました。しかし

・EGR(Internal/External)

(Intake and Exhaust CVTC）

一方で，自動車メーカーとしてはできるだ
け数多く販売し，収益を上げることも忘れ
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内燃機関としての
究極を追求する

ネルギーが使われると，排気温度が下がり

での温度コントロールもありますが，イン

ます。すると，触媒の活性に時間を要する

ジェクタメーカーに頑張っていただくこと

ことになります。排ガス温度を高める方法

も重要でした」と，直噴の難しさを語る。

として，点火時期を遅らせ，燃焼を長引か

その上で，
「大手のインジェクタメーカー

エンジンの構想としての狙いどころは，

せるというやり方もありますが，触媒の活

の製品の中から，適切な仕様を選んで，目

以上のようであった。では，具体的にはど

性のために余計なエネルギーを使いたくは

標性能の達成と，コストの折り合いをつけ

のような仕様にしていくことになったのだ

なかったのです。排ガス浄化性能をきちっ

ていきました」と，富田は取り組みを語る。

ろうか？

と出す面でも，スーパーチャージャを選び

パワートレイン開発本部・パワートレイ
ン第一製品開発部・ガソリンエンジン製品

ました」。

次に燃費など，目標性能の作り込みの段
階で，佐藤は，

このようにエンジン構想が練られていく

「実は，ミラーサイクルを行うため，可変

開発グループ・主担の佐藤 健が説明する。

なかで，いざ開発を始めてみて，苦労はな

バルブタイミングを採り入れ，さらに熱

「私は，このエンジンの先行開発から，量

かったのだろうか？

効率を高めるためにEGRを採用し，また，

産へ向けたプロジェクトの立ち上げ，最終

まず部品では，パワートレイン開発本

スーパーチャージャを必要なときのみに稼

的に量産する段階までかかわってきました。

部・パワートレイン実験部・エンジン機能

働させるため，
クラッチのオン・オフといっ

そのなかで，このエンジンが狙ったのは，

信頼性実験グループの主担，富田 哲生が，

た機構を採り入れるなど，様々な制御装置

究極を探ることです。

次のように語る。

が付くために，実際に運転する上で課題が

ハイブリッド車など次世代のパワートレ

「私は，これまでR35ニッサンGT-Rのエ

出ることになりました」と話す。

インが出てくるなかで，従来通りの内燃機

ンジンにも携わり，機械部分での信頼性の

関でどこまで燃費を追求できるかという挑

追求は得意でした。しかしこのエンジンで

戦でした。そこで，究極を目指すために

は，いわゆる化学的な面でてこずりました。

は，どのような技術が必要かを検討しまし

化学的分野は，業界的にも人材不足の面が

た。高い圧縮比，ポンプ損失の低減，高い

あります。

3気筒によるダウンコストで使えた技術
しかし問題は絶対性能ではなかった
具体的な様子は岸が引き継いで言う。

EGR（排気再循環）で熱効率を向上，機械

例えば，直噴エンジンなので，燃料を噴

「排気量が1.2Lの直列3気筒直噴スーパー

損失の低減などです。これらに対して，日

射するインジェクタの噴射口が燃焼室内に

チャージャエンジンで，諸元として必要な

産が持つそれぞれの究極の技術を投入して

あります。ここに，すすが着きやくなりま

性能を出すため，12.0という高い圧縮比を

いきました。

す。それをどう解決するかが課題でした
（図

使いながら，ノッキングなどの異常燃焼を

4，5）」。

起こさないように，ナトリウム封入の排気

可変バルブタイミングでミラーサイクル
を実現し（図1），ポンプ損失を減らします。

その様子を見ていた佐藤は，

バルブや，ピストンのクーリングチャンネ

しかし，有効な排気量が1.2Lよりさらに小

「すすの付きやすい温度があります。その

ルなどを採用して冷却性能を上げることで，

さくなってしまうミラーサイクルでは，動

解決には，機械工学のエンジニアが多いの

設計上は仕様を固めていくことができます。

力性能が低下してしまうので，過給はセッ

で，唸ってばかりいました……」
と振り返る。

また，定常の運転条件であれば，ほぼ狙い

トになってくる。この構想は，ヨーロッパ

富田は，

通りの実験結果が得られ，それをベースに

のダウンサイジングエンジンも採って来た

「しかも，販売したあとにお客様が使って

コンピューター上で走行シミュレーション

道であり，間違ってはいないと確証しまし

走行距離が伸びていったとき，すすの状況

することで，車としての燃費や排ガス浄化

た。

がどう変化していくかを台上試験で予測す

の性能も分かります。凄いエンジンにな
る！という手ごたえが得られるのです。

このエンジンを発表してからよく問い合

る難しさがありました。また，欧州仕様も

わせがあるのが，なぜ，ターボチャージャ

あり，それぞれにガソリン性状の違いもか

ではなくスーパーチャージャという過給を

かわります」と，付け加える。

選んだかです（図2，3）
。

岸は，

しかし，実際に走ってみると，過渡特性
のところで不十分であったり，違和感が
あったりするのです。たとえば，吸排気の

ミラーサイクルは，有効な排気量が小さ

「直噴とすることによって，冷えた空気を

可変バルブ機構と，EGRバルブを同時に

くなるため，ターボチャージャのタービン

燃焼室に導入し，高圧縮比にしやすい利点

動かす際，実際には，油圧機構，電気機構，

を働かせるための排気圧を稼ぐのに時間が

はあります。しかし，ガソリンと空気の混

そこを通る吸排気の流れに応答差が出たり

掛かり，
応答性に課題が出ます。ドライバー

合の点ですすが出やすい傾向になります。

します。すると，コンピューター上の走行

の意志に対する応答性ということを犠牲に

その点，ポート噴射であれば，予めある程

シミュレーションとは違う過渡的な燃焼状

したくなかったので，スーパーチャージャ

度ガソリンと空気が混ざった状態で燃焼室

態が生まれて，燃費にしても運転性にして

という選択になりました。もう一つは，排

に入ってくるので，すすの影響は心配あり

も，アレッ？というような症状が出るわけ

ガス浄化です。ターボチャージャに排気エ

ません。すすの解決策としては，点火時期

です。それを，適合で潰していくことにな
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図1

可変バルブタイミング機構

図2

スーパーチャージャコンプレッサ

シミュレーション結果

1.2L Miller with S/C
1.2L N.A

G

1.2L Miller with T/C

Time
図3

スーパーチャージャ動力性能比較

図4
図5

ります」
。

インジェクタの噴射口に付くすすの問題が立ちふさがった

筒内直噴インジェクタ

も付いていて，もちろん難しさはあります。

の影響が大きく出るのです。ちょっとした

その適合作業を行ったのが，パワートレ

とはいえ，排気量が3.8Lあり，気筒数もV

失火やトルクの低下が，振動になって現れ

イン開発本部・パワートレイン実験部・ガ

型6 気筒もあると，その大きさが，細かな

ます。この点で，従来経験のなかったこと

ソリンエンジン性能適合グループの代市

適合の点で七難を隠すところがあるんです。

に挑戦していかなければ，解決できません

満であった。

要は，エンジンにゆとりがあるということ

でした」
。

「私も，GT-Rのエンジンに携わりました

です。

超高性能エンジンも開発してきた代市に

から，たぶん，今度のエンジンでは，この

しかし，HR12DDRは，排気量が1.2Lと

とっても，小排気量エンジンでの燃費と動

辺が厳しいだろうなという直感はありまし

小さく，気筒数も直列3気筒で，しかも，

力性能の両立という未経験の世界への挑戦

た。GT-Rのエンジンも，ターボチャージャ

ミラーサイクルを使い，EGRもたくさん

となった。その解決策は，どう導き出され

の過給があり，可変バルブタイミング機構

入れるとなると，少しでも燃焼が悪いとき

たのか。代市は続けて，
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岸 一昭 Kazuaki KISHI

佐藤 健 Takeshi SATO

富田 哲生 Tetsuo TOMOTA

代市 満 Mitsuru YOICHI

日産自動車株式会社
パワートレイン開発本部
パワートレイン第一製品開発部
ガソリンエンジン製品開発グループ
パワートレイン主管

日産自動車株式会社
パワートレイン開発本部
パワートレイン第一製品開発部
ガソリンエンジン製品開発グループ
主担

日産自動車株式会社
パワートレイン開発本部
パワートレイン実験部
エンジン機能信頼性実験グループ
主担

日産自動車株式会社
パワートレイン開発本部
パワートレイン実験部
エンジン性能適合グループ

「良いエンジンを作りましたので，売
れてこそ価値があると思っています。
宣伝も頑張ってくれています。その上
で，公平な第三者機関である自動車
技術会において，技術内容を見てい
ただき，受賞でき，箔がついたと思
います。こうして技術が証明されたこ
とで拡販にもつながり，嬉しいです」

「喜びは，大きく二つあります。一つは， 「実験に携わっていると，エンジニア
受賞は４人でしたが，ここまで多くの人
リング的評 価を受けることはあまり
の協力によってできた開発でしたので， 機会がありませんが，この受賞によっ
もっと色々な人に前へ出てほしいくらい
て，実験部署の全体が技術的に評価
で，苦労の成果が，受賞という分かり
されたといえ，ありがたいと思ってい
やすい形でみんなと喜びを分かち合える
ます。部品開発では，壊れるなど大
ことが嬉しかったこと。もう一つは，論
変な開発が多い中，信頼性について，
文の発表会場など色々な場所で，他社
この開発では楽をさせてもらいました。
の技術者の方からも声を掛けていただき
化学的な問題解決では苦労しました
『ここは，どうしました？』と問いかけら
が……」
れることもあって，議論にもなり，みな同
じように悩んでいるのだなと，技術課題
を共有する機会が得られたのがよかった
と思います」

「受賞によって，評価いただけたこと
で，苦労が報われたのが一番うれし
いです。周りの人たちからも『よかっ
たね』と，言葉を掛けてもらい，さ
らに，もっと良い物をという思いでい
ます。まだやり残したことがあるので
はないかとの意識も一方であります
ので，次へ向け，新たな気持ちで挑
戦していきたいと思っています」

「制御の進歩です。まず，色々な状況を知

擦損失も減って，高効率エンジンとしての

るためのセンサ技術が向上しました。その

基本性能は高いんです。一方で，失火など，

じHR12DDRエンジンでありながら，圧縮

上で，燃焼状態を実際に見る技術も向上し

何かの不具合が生じてしまうと，その影響

比の違いにもなっている。日本仕様が12.0

てきています。これができるようになると，

が大きく出てしまう面があります。状況に

であるのに対し，欧州仕様は13.0である。

シミュレーションの精度も上がっていって，

応じた適合を，そのために必要な制御開発

「実際，代市には，二度，適合をしてもら

燃焼の不具合を見つけ，改善策を探し出す

と合わせて木目細かくすることが，非常に

うことになりました」と，岸は，欧州市場

ことができるのです」。

重要になる。

向けと日本市場向けの，二倍の作業となっ

そのことについて，岸が補足する。

また，同じHR12DDRエンジンでも，欧

そのガソリンのオクタン価の違いが，同

た適合の労を労った。

「実際の運転に即した，過渡的な状況を連

州仕様はマニュアルトランスミッションが

苦労を積み重ねながら，市販に導かれた

続して確認することのできる技術が向上し

メインに組み合わされ，日本仕様はCVT

HR12DDRエンジンには，改めて，ナトリ

ないと，想像しているだけでは課題を解決

です。マニュアルトランスミッションであ

ウム封入排気バルブ，高熱伝導ピストンリ

することはできません。それが出来るよう

れば，発進で少しトルクが足りなくても，

ング，ピストンクーリングチャンネル，吸

になり，コンピューター上のシミュレー

ドライバーがアクセルの踏み方とクラッチ

気と排気の可変バルブタイミング機構，そ

ションと実験結果のコリレーション（相関

のつなぎ方を少し調節することで，大き

して過給器のスーパーチャージャの装備な

させる）ができるようになったことが大き

な問題とはなりません。ところがCVTで

ど，高度な技術が盛り沢山に採用，装備さ

い。

は，トルク低下が明らかに影響を及ぼしま

れている点に驚かされる。特に燃焼室の冷

す。それから，欧州と日本とでは，使われ

却にかかわる機能では，かつて，スカイラ

るガソリンのオクタン価も違います」
。

インGT-Rに導入されたような高度な技術

実際，直列4気筒に比べ直列3気筒のほ
うが1気筒少ない分，熱損失が少なく，摩
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内容も含まれる。それらによって国内クラ

岸は，

た。そして，テレビコマーシャルでも『エ

ストップ水準の25.2km/L（JC08モード）の

「日産自動車はGT-Rでは走りを極めるエ

コスーパーチャージャー』というように，

低燃費と，動力性能の両立が実現したとは

ンジンを開発しましたが，このエンジンは

エンジン単体で注目されるような凄いエンジ

いえ，150万円ほどの小型車のエンジンと

燃費を極める開発でした。今までと違った

ンにかかわったのだという実感があります」
。

しては，コスト高の懸念はなかったのだろ

次元で別の究極を目指してみると，そちら

うか。

にもまたやるべきことが一杯あるのが分か

「GT-Rは，どこまで馬力を出せるか，そ

りました。出力とは別の，もう一つの究極

して壊れないかの究極への挑戦でした。こ

「部品自体も，20年ほど前に比べ安くなっ

を知った意義は大きいと思います。しかも，

のエンジンは，燃費と動力性能の両立とい

てきていることがあります。また，そもそ

先行開発ではなく市販に持ち込めたことで，

う究極の挑戦でした。その両極端なエンジ

も直列4気筒エンジンを搭載してきたよう

この知見を，日産のほかのエンジンにも波

ンを経験したことで，日産のエンジンの基

な車種に，直列3気筒エンジンにすること

及させることができます。
この開発をやらせて

準が，これまで通りでいいのかということ

で，1気筒減った分が，追加の技術の価格

もらえたことを有り難いと思っています」。

を，改めて検証することができました。基

岸が，その謎を解き明かす。

を相殺してくれます。また，通常の排気

佐藤は，

そして，代市は，

準破りをしていくことに，ワクワクしたこ

量1.2Lクラスのクルマのエンジンとしては

「まず市場導入したマイクラ用のエンジン

ともあります（笑）
。しかも，そのエンジ

高価になってしまうかもしれませんが，本

は，クルマも含めてインドの工場で作って

ンが市場に出て，評判もいいというのが嬉

来，1.5Lエンジンを使うような車種ですか

います。稼働して間もなかったインドの工

しいですね。長い歴史をもつレシプロエン

ら，クルマの販売価格も一クラス上と考え

場で生産トライアルの評価を行いながら，

ジンで，まだ燃費でやれることがあること

られます。もちろん，コストの低減は継続

ようやく市場に出すことができたときの感

を実感しました」
。

していく課題ですが，以上のような理由で，

慨は格別でした。また究極を目指したこと

かつては高出力エンジンだからと特別に投

で，このエンジン技術が，ほかの日産のエ

岸は改めて語る。

入されてきたような高度な技術を織り込む

ンジンに転用できつつあります。一つのエ

「欧州市場は，これまでディーゼルターボ

ことができたのです」。

ンジンの完成だけでなく，ほかのエンジン

と直噴の普及から，ガソリンもダウンサイ

にも波及効果が出ていることに，さらなる

ジング過給エンジンの流れに変化してきて

意欲をかきたてられています。このクラス

います。日本市場は，高圧縮比でミラーサ

は世界的に競争が厳しいので，次へ向かっ

イクルを使いながら燃費を飛躍的に向上さ

てどんどんやっていかないと，という思い

せていく流れがここ数年急速です。その二

です」。

つの特徴ある市場の両方に適合させたのが，

走りを極める
燃費を極める
究極を目指して開発された直列3気筒直
噴スーパーチャージャエンジンが，市販車

富田は，

に搭載され，市場へ導入されたいま，どの

「化学的な課題をどう解決し，作り込んで

ような思いでいるのだろうか。

いくかという点で，印象深いエンジンでし

最後に，HR12DDRエンジンについて，

このHR12DDRエンジンなのです」。
日産のガソリンエンジンに対する回答が，
ここに一つ示されたのであった。

インタビューは日産の世界戦略も含んで語られた
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わずか１μｍの融合
スチールとアルミニウム合金の
FSW異材接合サブフレームの開発
Development of a Sub-frame in which Steel and Aluminum Alloy carried out FSW Dissimilar-metal Welding

（株）本田技術研究所，本田技研工業（株）

自動車、特にFF車における車体前端の軽量化は大きなメリットがある。
ホンダはフロントサブフレームにアルミを採用し始めている。
しかし量販が見込める車種にフルアルミフレームはコストが高くなる。
では鉄とアルミを接合し、コストと軽量化を両立することはできないか。
そこに立ちはだかったのが異種金属の接合で必ず問題になる「電蝕」であった。
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「電蝕」という
魔のサビ

わずか１μｍの融合
―（株）
本田技術研究所，本田技研工業
（株）
―

り軽く，剛性が高く，そしてコストの見合

を出すわけにはいきません。今回の開発で

う方法はないかということから，スチール

は，不具合を出さないための検査方法にも，

とアルミニウムのハイブリッドができない

新たな取り組みがあります」
。

か検討し始めたのです。構造的にも，かな
ホンダは，1990年のミッドシップスポー
ツカーNSXで，アルミニウム製モノコッ

り軽くできそうだと思いました」
。

いかにも独創を以て旨とする，ホンダら
しい難問への挑戦であった。
そして，スチー

しかし電蝕の課題は，宮原も当然よく

ルとアルミニウムを接合する方法に，ホン

ク車体を開発した。’99年のハイブリッド

知っていることだ。

ダ は，FSW（Friction Stir Welding） と い

カー・インサイトではアルミニウムの押し

「課題を乗り越えれば，次への突破口にな

う工法を選んだ。

出し材を使ったアルミニウム車体を開発し

ると考えました。もちろん，市場で不具合

ている。もちろんそれ以前から，アルミニ

Engine Mount

ウム合金のシリンダブロックを採用してき

Steering Gear Box

ているなど，アルミニウムの活用は，国内
自動車メーカーの中でも豊富に経験してき
ている。
そのホンダが，「電蝕」という難問を抱

Suspension Arm

Power Plant

Aluminum part

Engine Mount

える，スチールとアルミニウムを接合して，
フロントサブフレームに採用する挑戦を
行った。このスチールとアルミニウムのハ
イブリッド構造を持つサブフレームは，北
米で販売される新型アコードのガソリンエ
ンジン搭載車に使われている。ちなみに，
国内で販売されるアコードは，全車ハイブ

Front Subframe
No change
component parts
図1

サブフレームの基本的構造

スチールとアルミニウム合金のFSW異材接合

リッドエンジンであるため，そのフロント

スチールとアルミニウムを結合すると，電蝕が起きる。これは，ほとんどの人が耳にすること

サブフレームはオールアルミニウムとなっ

のある，異なる材料の結合の難しさを象徴していた。しかし，それを実現したのが今度の開発

ている（図1）
。

である。カギを握るのは，FSW という結合方法だ。これによって，新型アコードの北米で販売

電蝕とは，異なる金属が直接接触するこ
とにより，電位差が生じて金属が腐食する
ことをいう。とくに，クルマの構造部にお
いては，腐食することによって強度が落ち，

されているガソリンエンジン車の，フロントサブフレームを，スチールとアルミニウムのハイブリッ
ド構造にした。その理由は，軽量化にある。FF 車のフロントが軽くなることによって，走行中
の運動性能が高まる。また，軽さは，燃費の改善にもつながる。さらに，FSW という工法は，
それ自体，省エネルギーでもあり，製造と製品の双方で環境適合性の高い技術なのである。従
来，FSW は量産性にまだ十分な知見がなかったが，ホンダは，アコードという量産車で FSW

クルマの走行に大きな支障を及ぼす恐れが

を適合し，その品質保証も自らの発想で実現している。不可能を可能にする，ホンダの独創が

あり，シャシに関しては「禁じ手」といわ

活きた開発といえる。

れるほど，注意を要する問題であった。し
かしホンダが，あえてその禁じ手に挑戦し
たのはなぜか。
本田技術研究所四輪R&Dセンター・企
画室・第0ブック主任研究員の宮原 哲也が
経緯を語った。
「ホンダが販売しているFF（フロントエン
ジン・フロントドライブ）車では特に，前
を軽くすることは，クルマの運動性能の向
上に効果があります。それを，より多くの
人に体験してほしいということで，先に’05
年のレジェンドでフルアルミニウムのフロ
ントサブフレームを採用しています。続い
て’08年のアコードでも，フルアルミニウ
ムの開発をしていたのですが，コストが見
合わないので断念しました。それでも，よ
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術戦略ブロック主任技術員の佐山満である。

解決したのは
わずか１μｍの接合面

るような結果をもたらしたのであった。

FSWという接合方法は，ホンダの発明

フロントサブフレームの，スチールとア

ではない。イギリスのTWIという会社が

ルミニウムを，フロントサブフレームでど

1991年に特許を取得している。そして鉄道

う使い分けるかは，設計を担当した本田技

FSWと は 摩 擦 攪 拌 接 合 の こ と で， ス

や宇宙産業，
あるいは，
他の自動車メーカー

術研究所四輪R&Dセンター・第11技術開

チールとアルミニウムを重ね合わせた箇所

でもスポット溶接の代わりに採り入れてい

発室・第3ブロック研究員の大浜 彰介が考

に，先端にプローブという突起がある筒状

るところがある。しかし，今回のホンダの

案した。

のツールと呼ばれる工具をあてがい，それ

ように，北米市場では中型乗用車の販売台

「設計に際しては，エンジンが直列4気筒

が回転することにより，アルミニウムを攪

数でしのぎを削るアコードのような大量生

とV型6気筒の2種類あるので，いかに同じ

拌し，軟化させ塑性流動を起こす（図2）。

産の車種で，しかも，スポット（点）での

部品で効率的に使うことができるか，また，

さらにスチール表面の塗装などが薄く削ら

接合ではなく，筒状のツールを移動させな

サスペンション取り付け点の剛性をいかに

れたあと，アルミニウムを強く押し付ける

がら，線で接合する例はきわめてまれだ。

高め，クルマの運動性能を向上させるかを

ことによってスチールとアルミニウムが合

さらに，ホンダのFSWの利用の仕方に

金のような組成になって，結合される方法

工夫がある。フロントサブフレームは，前

フロントサブフレームのうち，リヤメン

である。その合金部分の厚みは，わずか１

と後ろでスチールとアルミニウムのダイカ

バ側をアルミニウムダイカストとしていま

μｍほどの薄さでしかない（図3，4）。

スト製リヤメンバからなる構成となってい

す。理由は，鋳物なのでリブを付けるなど

「この薄さが肝心です。強固に接合したい

る。前側のスチールは，亜鉛メッキ鋼板に

によって，サスペンション取り付け部分の

と思い，厚くしてしまうと，かえって脆く

防錆処理の塗装が施されており，その表面

剛性を上げやすく，また直列4気筒とV型

なるのです。薄く，緻密に接合することで，

に，シリコン系のシール材を塗布，その上

6気筒ではステアリングギヤボックスとパ

スチールとアルミニウムは強固に結合し，

からアルミニウムダイカストのリヤメンバ

ワープラントを支持するエンジンマウント

それによって，シャシという，クルマの構

を載せ，そしてFSWで接合する手順であ

が異なるためです。スチール部分は，すべ

造部となる部分にも使うことができるので

ることだ。

て共用できる仕様としています。また，リ

す」
。

念頭に考えました。

このとき，接合に使われる筒状のツール

ヤメンバのアルミニウムダイカストは，国

こう説明するのは，本田技術研究所四輪

は，回転しながらアルミニウムを攪拌し，

内で販売されているアコードハイブリッド

R&Dセンター・生産技術推進室・HG生産技

同時にシール材やスチール表面の塗装を削

車に搭載しているフルアルミニウムサブフ

り取り，スチール表面を出してから接合す

レームにもそのまま使えるように工夫しま

るので，接合されて合金化した部分以外の

した。

Pressure
Rotation
Probe

Tool

Aluminum

Stir Zone

Steel

Welding interface (IMC)

IMC is formed in the welding interface
図2

FSW ウェルディングのメカニズム

箇所は，元のまま残ることになる。すなわ

とはいえ，アルミニウムダイカストによ

ち，スチール表面の塗装や，スチールとア

る一体成形であれば，色々な機能を持たせ

ルミニウムの間に挟まれたシール材が，元

ることができ，スチールのプレス構造で構

のまま残るのである。結果，その使われる

成するとした場合に比べ，ボルトやブラ

シール材がスチールとアルミニウムが直接

ケットなどを減らせられるので，重量で約

接触して錆びることを防ぐ上に，重ね合わ

25%の軽量化，また，製造段階での消費電

せた両者の隙間を埋め，防水効果も発揮す

力で約50％の省エネルギー化を果たすこ

るのである。一石二鳥どころか三鳥にもな

とができました」
。

<Macro>
Aluminu

FSW Tool

Steel
Aluminum

<SEM>

insulates by sealant

<TEM>

x150,000
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Aluminum

Less than 1μm

x5,000

Alloy
Steel

図3

Steel

接合面と錆止め加工の分析

図4

プローブという突起のある筒状の工具をあてがいそれが回転して攪拌する

わずか１μｍの融合
―（株）
本田技術研究所，本田技研工業
（株）
―

宮原は補足として，次のように述べてい

一緒に開発に取り組みました。高い寸法精

る。

度の大型部品ダイカストでは，世界トップ

「スチールのプレスで製造すると，付属す

レベルだと思います。

る部品が細かくあって30点ほど必要にな

3500t級のダイカストマシンでありなが

るところ，アルミニウムのダイカストで一

ら，高強度・高精度の大きな部品を，2個

体成形すれば，一つの部品で出来上がり

一度に作り，なおかつFSW接合部の肉厚

ます。また，省エネルギーの点では，アー

公差を従来の半分にする，高精度を実現し

ク溶接に比べ，FSWは使用電力が1/10と

たのです」。

試算できます。筒状のツールを回転させる
モータの電力だけで済みますから。
すなわち，FSWは，アルミニウム化を

The load in the axial direction of the tool
is canceled by C-frame structure
C-shaped frame

精度の高いダイカストを実現しようとし
た取り組みの背景にあったのは，形状の自
由度であった。宮原は，

Articulated robots for industry in general

行い，軽量化によってクルマの燃費を改善

「アルミニウム部品の作りやすさからいえ

するだけでなく，製造工程においても環境

ば，初代インサイトで採用したような押し

適合性の高い工法といえるのです」。

出し材が簡単です。しかし，窓枠のアルミ

れないように強化して使っていた。日本で

サッシのようなものですから，形の自由度

も，新幹線の車両など，大型のものを作る

はありません。その点，ダイカストの方が

うえでFSWを使う設備は，大型のマシニ

形を自由に作れます」と説明する。

ングセンタのような大きさであるという。

ひとつの金型から
2個の部品を作る

図5

FSW のハイブリッド構造

それでは，とてもクルマの生産工場で使え
フロントサブフレームのリヤメンバ側の
アルミニウムダイカストを担当したのは，

C型クランプ構造で
10kNの力をプラスマイナスゼロに

本田技術研究所四輪R&Dセンター・第11

る寸法ではない。なんとか通常の製造ロ
ボットでFSWを量産に使うことはできな
いか？

技術開発室・第5ブロックの研究員，畑 恒

こうして，物づくりの目途が立ってきた

ここで，試作を担当する，本田技術研究

久であった。材料と鋳造の専門家である。

ら，次はそれをどう量産していくか，生産

所四輪R&Dセンター・生産技術推進室・

フロントサブフレームのリヤメンバは，ダ

方法が課題となる。FSWという接合方法

HG生産技術戦略ブロックの主任技術員で

イカストとしてはかなり大きな部品である。

については，2003年ごろから開発が始めら

ある佐山 満のひらめきが，事態打開の糸

ダイカストは，溶融したアルミニウムを高

れていたと宮原は振り返る。

口を掴んだ。

速・高圧で金型内に鋳込む。このサイズの

「燃料電池車のFCXクラリティで，燃料

「どうすれば，FSWを汎用ロボットで実

部品を3500t級のダイカストマシンで成形

電池を搭載するフレーム製造においてアル

現できるか考えていたとき，私は生産現場

するには，通常1個ずつ作るのが一般的で

ミニウムを使い，FSWで接合することを

にいますから，そこのマシニングセンタを

あった。しかしそれでは，量産車のコスト

行っています。また，フィットEVのサブ

見て，改めてその全体の形がC型クランプ

に見合わない。

フレームは，フルアルミニウム製で，これ

のように見え，これが使えるのではないか

「サプライヤ（部品供給会社）と一緒に，

もFSWで接合しています。しかし，それ

と思ったのです」
。

高強度・高品質を要求される大型ダイカス

らは，数が限られたクルマであり，量産す

我々も日曜大工などの工作で，材料を作

ト部品を作れるように，コンパクトな真空

るとなると，
生産工場で，
通常の製造ロボッ

業台に固定する際に使うクランプという道

バルブを開発し，金型やダイカストの技術

トを扱うのと同じような取り扱いで生産で

具がある。これは，上下から素材を挟み込

を構築していきました。しかも，一つの金

きるようにならなくてはなりません」
。

み，力を加えて押さえておく締め具だ。上

型から，２個のリヤメンバが作れるように
したのです。
通常は，スチールとアルミニウムダイカ

そこをどうするか。実は，ここがかなり
難問であった。

下から挟むというやり方をすれば，掛けた
力が，作用・反作用でプラスマイナスゼロ

FSWでは，筒状のツールを10kNの力で

になるので，汎用ロボットが10kNの力で

ストをFSWで接合するフランジ面の肉厚

素材に押し付けながら回転させ，接合する。

壊れることもなくなるだろうと発想したの

は，高い寸法精度が必要なので，加工工程

通常，汎用のロボットで10kNの力を押す

だ（図5）。

が入ります。しかし，今回はさらに，機械

という仕事をさせたとすると，ロボット自

「汎用のロボットを知る人にとってみると，

加工の作業工程を減らすため，出来上がっ

身が壊れて，後ろへひっくり返ってしまう

ロボットに高荷重を与えること自体，何か

たダイカストの厚みの公差を，通常の半分

のだ。

問題が起こるのではないかという不安を感

程度の精度に高めることに挑戦しました。

FSWの特許を持つイギリスや，ヨーロッ

じさせるようです。しかし，私はこの方

金型変形やバラツキを抑え，高精度に仕上

パでは，日本に比べFSWを先行して利用

法しかないと，C型クランプという発想で

げる技術の蓄積がサプライヤにあったので，

しているが，それらはみな，ロボットが壊

10kNの荷重をかけることをロボット専門

47

8

Chapter

宮原 哲也 Tetsuya MIYAHARA

佐山 満 Mitsuru SAYAMA

大浜 彰介 Shousuke OHHAMA

矢羽々 隆憲 Takanori YAHABA

株式会社本田技術研究所
四輪R&Dセンター
主任研究員

株式会社本田技術研究所
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主任技術員

株式会社本田技術研究所
四輪R&Dセンター
研究員

本田技研工業株式会社
鈴鹿製作所
技術主任

「素晴らしい賞を戴き，驚いています。
受賞することを狙って開発してきたわ
けではありませんが，嬉しく，有り難
く頂戴しました。世界初とは，非常識
に挑戦することです。普通と違うよね
ということを，本気で打ち破るために
は，
仲間や関係者の力があって初めて
達成できることです。技術的に常識を
疑い，前例の無いことにも，恐れるこ
と無くやることによって，新技術につ
ながる。後輩にものことを伝えるうえ
でも，受賞ができて良かったと思いま
すし，今後も，新しいものを開発し，受賞
者があとに続くといいと思っています」

「ありがとうございます。苦節十数年， 「嬉しいです。そして，関係会社二社
FSW にかかわり，試作の 仕事が量
とホンダの中で色々と関わってくれた
産につながることでも最高に嬉しい
メンバーに感謝の気持ちです。私は
ことなのに，裏方である我々が賞に
まだ入社 4 ～ 5 年なのですが，そう
かかわることができ，表舞台に立ち
いう若手に機 会を与えてくれた会 社
感無量です。諦めずに続けてきたこ
と，上司だった宮原にも感謝したい
とが受賞につながり，二重三重の喜
です。この先まだ研究所で働く時間
びです」
はたくさんありますから，次もまた受
賞できるようにこれからも頑張ってい
きたいと思います」

畑 恒久 Tsunehisa HATA
株式会社本田技術研究所
四輪R&Dセンター
研究員
「随分，昔に鉄とアルミニウムを鋳込
みで金属接合する研究をしたことも
ありましたが，実用的な方法で高強度
に接合することは難しいと考えていま
した。それが今回，FSW を初めとし
た新しい技術を開発し，今までできな
かったことが実現できました。このプ
ロジェクトに加われたことに，不思議
な巡り合わせを感じました。研究所は
多くの人が，様々な研究開発を一所懸
命努力している中で，この受賞は幸運

「自分がやってきた仕事を人に話すこ
とはないのですが，受賞によって，家
族や，職場のほかの人から，
『すごい
ことをやった』，
『おめでとう』と声を
掛けられ，新鮮な気持ちでした。NSX
を開 発して間もないころはアルミの
溶接はできないのではと同僚に言わ
れたこともありましたし，最近はマル
チマテリアルの時代と言われながら
なかなかブレークスルーできる具体的
なものがなかったので，アルミニウム
とスチールの結合が，今回いよいよで
きて，
ここまでこれてよかったと思って
います」

でした。息子にも自慢できました。
開発責任者宮原の強力なリーダー
シップの下，団結力が素晴らしかった
と思います。難しいことをやらない理
由はたくさんありましたが，
すべてひっ
くり返して実現できました。若い大浜
に負けないよう，これからも新しい技
術にチャレンジします」

メーカーに問い合わせ，一緒に基礎テスト

大丈夫とのお墨付きを戴くことができたの

させてしまえばいいのではないかというこ

をしてみました。すると，問題ないことが

です」。

とでした。ワークと治具を一体化し，その

分かったのです。
通常ロボットには，許容される以上の荷

もう一つ佐山が編み出したのが，FSW
を，スポット（点）ではなく，線状に連続

下をコロか何かで転がしてしまえばいいだ
ろうと」
。

重がかかると警告アラームを発して停止す

して接合する方法である。

るような仕組みになっています。それでも，

「FSWは，従来，スポットでの接合では

の数を量産するためには，1日に1500個製

一緒に行った基礎テストの間，一度もア

使われていましたが，それを，どう連続で

造する能力がなければならない。手際よく

ラームが鳴ることはありませんでした。ロ

横へ動かして線状に接合できるようにする

接合しなければ，とてもそれだけの量を一

ボットメーカーから，保証の範囲内だから

か。結論は，素材と治具を一緒に横へ移動

日で作ることはできない。
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フロントサブフレームを，アコードほど

わずか１μｍの融合
―（株）
本田技術研究所，本田技研工業
（株）
―

大量生産できる製造の仕組みは，これで

LD Laser

Infrared camera

考え付いた。それを，ごく一般的な汎用ロ

ルミニウム側から照射し反射光を測定する

ボットのどのような動きで作っていくか，

方法を採用している（図6）。

ロボットの制御も重要な開発要素であった。
ここも，ホンダだけでできることではなく，
量産を担当するサプライヤと一緒に開発し
た。それでも，大量生産の仕組みがすべて

なく，急速加熱が可能なレーザを用い，ア

IMC

「私は当初，安価で，短時間で加熱できる
IH（Induction Heating: 誘導加熱）を推し

Aluminum

たのですが，２枚のスチールを重ねたとこ

Steel

ろの間に空気層があり，IHの熱を透過さ

完成するまでには，数年の歳月を要したと

Measure the phase difference
of heat energy reflection

いう。

せて使う方法では無理でした」と佐山。
そこで，矢羽々は，

さて，こうして大量生産できる段階まで

「自分は，溶接でレーザを検討していた経

ようやく到達した。次は，その品質をどう

験があったので，レーザでやろうと考えま

確保し，保証するかである。

した」と話す。
アルミニウムダイカスト側からレーザを

人とくるまのテクノロジー展で
出会った非破壊検査

図6

レーザを使った非破壊検査技術

照射した熱が，界面を通過しスチールまで
到達して，反射波が戻ってくる時間差を計

錆がされており，アルミニウムのダイカス

測する。高性能赤外線カメラを使い，わず

クルマが走る際に，様々な入力の掛か

トは，鋳肌のままの表面で，しかもスチー

か1秒で確認することができるようにして，

るサスペンションが取り付けられるの

ルとアルミニウムの間にはシール材が挟み

大量生産に適した非破壊検査が確立できた

が，フロントサブフレームである。万が一，

込まれているという状態での接合です。そ

のであった。

FSWの接合部分に不具合が出れば，大変

のようなところに，わずか1μmの厚さの

「この赤外線の反射波を使う手法は，今後，

なことになる。

合金ができているかどうか，果たして検査

ほかの検査にも使えると思っています」と，
矢羽々は話す。

しかし，冒頭で紹介したように，FSW

できるのかと考えていたとき，人とくるま

は，筒状をしたツールを回転させることに

のテクノロジー展で，ランプの熱を利用し

こうして，軽さと，剛性と，コストの三

よって，アルミニウムを攪拌し，軟化して

て赤外線カメラで検査するメーカーのブー

つを同時に達成するFSWにより，北米で

塑性流動させ，スチールとアルミニウムが

スを見て，これが使えるのではないかと直

販売される新型アコードのガソリンエンジ

合金のような組成になることによって接合

感が働いたのです。そして，そのメーカー

ン車用の，スチールとアルミニウムを結合

される。したがって，表から接合部を見て

と連絡を取り，トントン拍子で話は進みま

するというフロントサブフレームが出来上

も，そこが合金状になっているかどうかは

した」。

がった。

判定できない。

実際のFSWの検査方法としては，アル

まさに，宮原が冒頭で述べたように，課

その検査方法を確立したのが，現在は本

ミニウムの熱伝導の高さと，接合部の構造

題を解決し，次への扉が開かれたのであっ

田の鈴鹿製作所・ボディ工場・ボディ管理

を考慮して，従来のランプによる加熱では

た。

ブロックの技術主任である矢羽々 隆憲で
あった。
「開発当時は，研究所で材料と溶接の研究
をしていました。そして，長年アルミニウ
ムボディにかかわってきました。開発当初
は，非破壊検査をすることは考えておらず，
製造の作りこみ，モニタリングしながら管
理すればいけるのではと考えていました。
しかしながら現実にはそれだけでは
100％を保証することが難しいため安心し
て世の中に出すためには，ダメな物をはじ
くための技術が必要となりました。
一般的に，接合をするという場合，接合
面はきれいに洗浄して，板厚もきちんと揃
えて作るのが常識ですが，今回のFSWで
は，亜鉛メッキ鋼板にはカチオン電着の防

ハイブリッドサブフレームの構造について解説を聞く
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