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軽自動車に

Chapter

ハイブリッドがないの

リチウムイオン二次電池を用いた減速エネルギー回生システムの開発
Development of Regeneration System with Lithium-ion Battery

スズキ（株）

写真：赤松 孝

ハイブリッド車が登場し，ヨーロッパではディーゼル乗用車が進化して，自動車の燃費向上が進められた。
日本独自の規格である軽自動車は小型で効率が良い生活を支えるクルマだった。
しかしエコではより大きな車の後塵を拝し，存在意義が問われるようにまでになった。
軽自動車の燃費を上げるためにはどうしたらよいのか。
コストの高いハイブリッドは果たして採用できるのか。スズキの回答は「第3のエコカー」であった。
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軽自動車に適したシステム
「エネチャージ」

1

なぜ，軽自動車にハイブリッドがないの
―スズキ
（株）―

にするまでには，時間とコストがかかりま

い放電深度で利用すると，バッテリ劣化が

す。

早まり，寿命を縮めてしまうことになりま

ストロングハイブリッドとも言われる，
本格的なハイブリッドも検討に挙がりまし

す（図2）
。その結果，バッテリ交換という
負担をお客様に強いることになります」。

気候変動の抑制を目指し，クルマの燃費

たが，やはり開発時間とコストのことを考

ニッケル水素バッテリについては，四

改善が新たなステージに入ったと感じさせ

えると，燃費向上の点で利点はあっても，
軽

輪電動車・システム設計部第五課係長の

るときがやってきた。

自動車でより効果的に結果を出せるのは減

淡川 拓郁が見送りの理由を話す。

最初のステージは，1997年に世界で初め

速エネルギー回生の方法だということで決

「エネチャージでは，充放電を頻繁に行う

て日本の自動車メーカがハイブリッド車を

着がつきました（図1）
。では，どういうシ

ことが前提で，それにはニッケル水素バッ

量産市販したことに始まる。続いて，欧州で

ステムで，どういうバッテリを使うのか？」
。

テリよりもさらにリチウムイオンバッテリ

はディーゼルエンジン車の普及があり，そ

二次電池の選択段階では，鉛バッテリ

が我々の使い方ではより高い性能をもって

して日本で再び，今度は電気自動車の量産

を2個使う案，ハイブリッド車で実績のあ

市販が2009年に始まる。

るニッケル水素バッテリを使う案，そして

一方，日本の軽自動車は，ガソリンエン

いると判断しました」
。
ニッケル水素バッテリは，実際，ハイブ

リチウムイオンバッテリを使う案，ほかに，

リッド車で充放電を繰り返す使われ方をし

ジンで排気量が660cc，車体寸法の制約の中

キャパシタを使う案などが検討された。

ているが，エネチャージでは，クルマが走

で効率がよく，人々の生活を支えるクルマ

「鉛バッテリを2個使うという案は，コス

行中に使う電力のほとんどを減速中の短時

として独自の世界を広げてきた。だが，い

トの点で利点がありますが，まだエネル

間に発電し，電池に充電することを前提と

つの間にかハイブリッド車に燃費性能で超

ギー回収の面で我々が狙った電力を回収で

しており，より頻繁な充電を効率よく確実

され，さらにはゼロエミッションの電気自

きないんです。また，鉛バッテリでも2個

に行うことが求められ，ニッケル水素バッ

動車さえ登場するようになると，効率がよ

使うことにより，充電された電気を使い切

テリの採用は見送られた。

く環境にも優しいクルマの影は薄くなって

るような利用をすれば不可能ではないとし

いた。

ても，鉛バッテリは，その特性として，深

そこに，
「第3のエコカー」という呼び名
のガソリンエンジン車でハイブリッド車並
みの燃費を実現するクルマが誕生するよう
になったのである。ここに，スズキも仲間入
りする。それが，リチウムイオンバッテリ
を用いた減速エネルギー回生システム，ス
ズキでいう「エネチャージ」である。
エネチャージ開発に至る経緯を，四輪電
動車・システム設計部第一課課長代理の
片岡 準は次のように説明する。
「スズキの軽自動車は，アイドリングス
トップを装備するところまでは市販してき
ました。世の中ではハイブリッド車が出て

図1

きて，これまで捨てていたエネルギーを回



エネチャージの回生エネルギーと制御

収することをし始めていました。これを軽
寿命ライン

自動車にも活用できないかとずっと検討し
鉛バッテリでどこまでできるか模索してき
ましたが，それでは十分にエネルギー回収
しきれないという結論に達したのです。

バッテリ劣化率

ていました。ポイントになる車載している

鉛バッテリ

では，ほかにどのような方法があるの

4倍以上の走行距離寿命

か？
当然ながら，エンジン部品の電動化など

10
走行距離（万km）

によって燃費を改善していくことも検討さ
れていましたけれども，効果を出せるよう

今回開発した
リチウムイオン
バッテリ

図2

社内計測データ

16

鉛バッテリとの劣化率比較
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チタン酸リチウムを使う
リチウムイオンバッテリ

1

キャパシタは，エネチャージが求める充

ウムイオンバッテリを軽自動車のすべての

放電の性能においては，リチウムイオン

グレードに搭載するとなると，原価の問題

バッテリより優れた一面を持つが，不採用

は解消しきれない。そこで，エネチャージ

の理由を片岡が説明する。

のシステムを構成する上で，追加すべき部

同じように，今回採用したチタン酸リチ

「今回採用したリチウムイオンバッテリと

品点数を限定した，簡素なものに仕上げな

ウムを負極に使うリチウムイオンバッテリ

同じ電力容量の場合，
寸法が大きくなり，
そ

ければならなかった。事実，今回新たに追

以外の方式のリチウムイオンバッテリも除

れによって重量も重くなります。軽自動車

加された部品は，リチウムイオンバッテリ

外された。

に搭載するうえで場所の選定が制約されま

と専用ケーブルくらいのものである。DC‐

「ハイブリッド車や電気自動車などで使わ

す。ほかにも，当時はまだキャパシタの価

DCコンバータを使わないという考え方も，

れるリチウムイオンバッテリは，高電圧，高

格が高く，世の中にあまり製品も出回って

追加部品の制約から生まれている。

容量という特徴がありますが，鉛バッテリ

いない事情もありました」
。

エネルギーの回生と
ドライバビリティの両立

と同等の電圧として電圧調整を行うDC‐DC

軽自動車で，しかもいろいろな車種に搭

コンバータなど追加の装備を持たないよう

載することを考えると，価格の問題は大き

にしたいという，エネチャージの設計コン

い。のちに淡川が説明するが，限られた空

セプトに合致しない，という結論に至りま

間の中で人や荷物を載せるための空間を最

エネチャージで使われるリチウムイオン

した」
。

大に確保することが求められる軽自動車で

バッテリは，5セルにとどまる。その中で，

は，寸法や重量の課題も見逃すことはでき

十分な電力量を確保できる回生を行わなけ

ない。

ればならない。

エネチャージで採用したチタン酸リチウ
ムを負極に使うバッテリは，鉛バッテリと
同じ12Vの電圧で使える特性となっている。

以上のような経緯から，リチウムイオン

「まず開発では，JC08モードの中で，エン

電圧変換などの部品がいらなくなり，原価

バッテリを採用することに決まった。とは

ジンの動力を使わずに必要な電力量を確保

低減につながる（図3）
。

いえ，なお価格は高めとみられていたリチ

することを達成しなければなりませんでし
た。そして，高効率オルタネータを専用に

バッテリ電圧︵ｖ ︶

可変電圧式オイルネータで
昇圧して充電

開発し，最適なケーブル線径を選定しまし

DC-DCコンバータで
降圧して給電

るための部品と制御の構築です。

キャパシタ

た。減速エネルギーを少しでも多く回収す
また，ドライバビリティにも配慮しまし

従来型
リチウムイオン
バッテリ

た。回生させすぎると，運転性に違和感が
出ます。これを解消するために，ブレーキ
センサを使って，運転者がブレーキを踏ん

14

今回開発した
リチウムイオンバッテリ

12

電装部品の
動作電圧範囲

を大きくとり，徐々に速度が落ちていくよ
うな状況では回生量を減らして，違和感が

ほぼ全域で電装品の動作電圧を保持

出ない設定に制御しています」。
100％

ドライバビリティと回生量との調和を図

DC-DC コンバータを必要としない開発リチウムイオンバッテリ

るため，色々な参考車の減速度を計測した

0％

図3

で強い減速を要求している状況では回生量

充電状態

と，四輪電動車・システム設計部第一課係

鉛バッテリとリチウムイオンバッテリの併用
リチウムイオンバッテリを用いた減速エネルギー回生システム，スズキのエネチャージは，専

長の内山 雅仁はいう。
「競合となる軽自動車や，減速時の回生エ

用に開発されたオルタネータを使って減速時に発電し，その電気を，新たに搭載したリチウムイ

ネルギー回生を採り入れているクルマ，ハ

オンバッテリに充電する。また従来からの鉛バッテリへも電力供給して充電する。電装品などへ

イブリッド車等も参考にしました」。

の電力供給は，鉛バッテリからとリチウムイオンバッテリからと，装備によって区別される。こう
したシステム構成とすることにより，従来エンジンの動力を利用して発電し，鉛バッテリへ充電
していたのを極力減らすことでガソリン消費を抑え，燃費を改善するのである。極端に電力不足
になった折にはエンジンの動力を使う道も残すが，実際には，減速時のみの発電で足りる仕様
となっている。モード燃費の向上に加え，実用燃費においては，アイドリングストップと，アイ

その上で，ドライバビリティを評価する
ため，公道を走行できるようナンバーを取
得した試験車を作成し，何人もの人に運転
してもらったと内山は話す。

ドリンスストップ時間を延長するエコクールなどの新機能と合わせ，消費者が実感できる燃費向

「技術本部内の幹部を含め，色々な人たち

上性能を備えるに至っている。

に運転をしてもらいました。もちろん自分
たちも夏の都市部の渋滞路，
冬の寒冷地，高
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なぜ，軽自動車にハイブリッドがないの
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「開発では，悩み，苦労しましたが， 「仕事をしていて社内で褒められる
量産することができホッとしまし
ことはあまりありません（笑），で
た。数ある自動車技術のなかでエネ
きて当たり前ですから。ほかのメー
チャージが選ばれ，受賞できたのが
カも含めた自動車技術会の中で，こ
嬉しかったです。技術管理部の担当
うして褒められたことが，すごく嬉
者が，永年願っていた受賞がやっと
しかったし，実際，自分の仕事の励
できたと喜ぶ声を聞いて，さらに嬉
みになっています」
しく，名誉なことだと思いました」

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

速道路，山岳路等，日本国内色々な環境・

冷却の点でも要求に見合う場所だった。

最もこだわった
安全性と信頼性

場所で走行試験を行い，ドライバビリティ
と回生エネルギーのセッティングを詰めて
いきました」。
片岡が補足して言うには，

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

「コストの観点から，冷却ファンを付けな
い設計にチャレンジすることは先に決めて
いました。従来の経験から，助手席の下が

全体的な制御の構築とは別に，ものづく

一番温度は低いのではないかと思っていま

「テストコースの中ですと，自分の意図し

りの面で，淡川は，開発でのこだわりを次

した。ただし，実際に細かく温度を測り，

たタイミングでの減速や停止，発進という

のように語る。

パック自体の冷却設計や衝突安全設計と並

評価しかできません。しかし公道に出れば，

「（寸法や重量の課題は当然解決するとし

行して搭載を検討していきました」。

クルマの流れや交通状況など，周りの影響

て）一番こだわったのは安全性と信頼性で

を受けながら加減速や発進・停止をしなけ

す。リチウムイオンバッテリがクルマに積

行ってみると，

ればならなくなります。そうした際の減速

まれて世に出始めて，まだあまり時間が

「クルマは変形してしまいますが，リチウ

感覚や，アイドリングストップの効果など

経っていなかった時期でしたから，リチウ

ムイオンのバッテリパックは意図したとお

は，やはり公道でないと分からないのです。

ムイオンバッテリというとまだいろいろな

りの空間に逃げ，
多少傷はつきましたが，正

何ヵ月も通勤で使ってもらうという乗り方

不安要素が人々の中にありました。ですか

常に使える状態を保っていました」と，安

もしてもらっています。

ら，ここで絶対に失敗を犯すわけにはいか

堵した。

こうして，システムについて知識を持た
ない人や，役員などの方々から，率直な意
見を出してもらい，煮詰めていったのです。
やはり，広範囲のグレードに載せること，

ないという意識を強く持って取り組みまし
た。
安全性確保のためにやはり衝突安全性が
課題でした。前後左右どこから衝突しても，

今後想定するほかの車種にも順次展開して

リチウムイオンバッテリが守られることが

いくことを想定すると，入念な評価や作り

必要で，そのための搭載場所探しをしまし

込みが必要となり，技術部門全体で力を入

た」。

れて取り組んだ開発でした」と言う。

そして，淡川が最も心配した衝突実験を

ほかにも，
故障につながらないための，防
水や，乗員が間違って蹴ってしまっても大
丈夫な耐衝撃性も加味して，リチウムイオ
ンバッテリパックが作られた（図4）
。

鉛バッテリとリチウムイオンバッテリの
両立回路設計

実際にリチウムイオンバッテリが積まれ
ているのは，助手席下である。ここはまた，

四輪電動車・システム設計部第五課係長
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1

の小島 洋幸が担当したのは，回路設計であ
る。エネチャージでは，鉛バッテリとリチ
ウムイオンバッテリの両方を使い，それぞ
れ電力を供給する電装品が，基本的には区
別されている（図5，6）
。
「鉛バッテリとリチウムイオンバッテリを
使うので，両方のバッテリを，回生充電する
際にはつなげたり，電力供給するときは切
り離したりという回路をどう作るかがテー
マでした。
万が一リチウムイオンバッテリが故障し
た場合には，鉛バッテリから電力を供給し，
普通のクルマとして走行し続けられること
が必要です。あるいは，駐車中にも電気を
図 4 リチウムイオン電池パックのカットモデル。リチウムイオン電池モジュールは 3Ah × 5 直列。上に制
御基板が見える。170 × 200 × 70mm。重量 2.5kg

必要とする電装品があり，そこにリチウム
イオンバッテリから電気を送り続ける容量
が限られている，駐車中は，より容量の大
きい鉛バッテリから電気を供給するように
切り替えます。
フェイルセーフを含め，状況によって回
線を切り替える回路設計に苦労しました。
その解決には，過去にいろいろなコント
ローラを設計した知見が役立ちました」。
完成したエネチャージを搭載した第1弾
のワゴンRは，当時の軽ワゴン車トップの
燃費性能，28.8km/Lを実現した。片岡は，
「一つホッとしたという気持ちでしたね。
上の人たちの評価も得られ，またメディ
アを含め試乗会での評価もよく，宣伝も
大々的に展開してもらえたので，かなり嬉
しかったです。すべてのグレードにエネ
チャージがついているので，町で見かける
と，お客様はどう感じてくださっているだ
ろうと気になりました」と，実現の喜びを



図5




語る。
内山は，

鉛バッテリとリチウムイオンバッテリの使い分け回路



リチウムイオン
バッテリパック

「やはり出来上がって，ホッとしたという
気持ちでした。というのも，開発中はスズ
キの看板を背負った車種にまず搭載すると
いうことでしたので，毎日ドキドキしてい
たからです。心配と緊張した気持ちで量産
にこぎつけたというところでした。量産が
始まり，工場へ車両チェックに行った時に，
モータプールに自分の開発したエネチャー
ジを搭載するクルマがずらっと並んでいる
のを見たときには，感動しました」と，そ

容量

備考

リチウムイオン

3Ah

回生電力受け入れ用特化

鉛

33Ah

のときの興奮を語ってくれた。
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図6

鉛バッテリとリチウムイオンバッテリの並列








なぜ，軽自動車にハイブリッドがないの
―スズキ
（株）―

淡川は，一転して，

れを俺達がやったんだぜと，嬉しかったで

が，今後，更なる燃費向上を実現して行く

「部品を設計する立場からすると，発売さ

す」と言う。小島も，

ためにはこれまでになかったことへも目を

れ，市場に出てからが気になって緊張しま

「鼻が高かった」と，笑った。

向けて開発に取り組んで行く必要が有ると

す。市場で何か不具合が起こりはしないか

市場には，すでに次のS‐エネチャージが

考えています。ですから，引き続きネタ探

と。もちろん，安全性など事前に十分な確

登場しているが，将来へ向けた抱負につい

し，アイディア探し，情報収集に力を注い

認はしていますが，多くのお客様に愛用さ

て，淡川はこう語る。

でいかなければならないと思っています」

れているので，まだまだ緊張が続いていま

「最初，こんなの無理だろうという思いで

と語る。

す（笑）
。

開発に取りかかりましたが，今となってみ

片岡は，

それから，宣伝の中で，バッテリパック

れば，情熱と，成し遂げようという意思に

「S‐エネチャージへと，エネチャージが発

が映し出される場面があり，小島と一緒に，

よって，やればできるんだというのをこの

展し，いまはもっと何かできるのではない

ああしようかこうしようかと苦労したこと

開発で学んだと思っています」と，振り返

かという欲が出てきています。

が思い出され，嬉しさとともに感慨があり

る。

ます」と，部品設計者としての責任の重み
を語る。
小島は，

小島は，

軽自動車に，ハイブリッド車の選択があ
るかどうかは分かりませんが，それでも，軽

「燃費技術は，これまでエンジンなどパ

自動車に乗っている人もハイブリッドを体

ワートレーンが中心でしたが，バッテリを

験したいという思いもあるでしょう。妻か

「これまでない物を開発したので，工場と

使用した電気システムを今回は実現できま

らも，
『なぜ，軽自動車にハイブリッドがな

も組み付け方など相談しながらの開発でし

した。電気系でも燃費を向上させられるこ

いの』と言われました（笑）
。軽自動車で

た。また，量産が始まる際には，様子を確

とが分かり，まだやれることはある。さら

も安価にそういう効果をお客様に体感して

認しにも行きました。工場で，次々にクル

にエネルギーを活用するシステムを開発で

いただけるようなシステムの開発を，これ

マが生産されていくのを見て，嬉しかった

きればと思っています」という。

からも続けていきたいと思っています」と，

ですね」と話したところで，淡川が，

内山は，

「浜松駅のコンコースに，バッテリパック

「年々，燃費への要求が高まる中で，燃費

が展示されているのを知ったときには，こ

向上技術の積み重ねで今日があるわけです

未来へ目を輝かせるのである。
原価と戦いながら，大きく燃費を向上さ
せた開発であった。
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