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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。
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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

10

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
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「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

8

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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