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バイ・ワイヤは人間の操作を助ける様々な制御を可能とし，発展が見込まれる技術とされる。しかし操舵系の採用は遅れていた。
トラブルが起きたときのリスクが大きいこと、そしてステアリングをバイ・ワイヤにすることの意義が明確ではなかったからだ。
しかし日産は前後輪を別々に制御してきた歴史を持ち、ステアリング・バイ・ワイヤの将来性から積極的に研究を続けた。
そして世界初の操舵システムを開発したのである。
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メカニズムの動きを
切り離すバイ・ワイヤ
バイ・ワイヤとは，直訳すれば配線による
という意味になり，技術的には，機構を動
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操舵をステアリングと切り離したとき，何ができるか
―日産自動車
（株）―

同じように，操舵についてもバイ・ワイ

かったり，クルマの進路を決める部分です

ヤの研究開発はかねてより行われてきた。

から，誤操作が起こったりすれば危険を伴

だが，なかなか実用化に持ち込まれること

うため，信頼性確保の面での厳しさからで

はなかった。これを，量産市販車で実用化

した。

したのが，日産のダイレクト・アダプティ
ブ・ステアリングである。

しかし日産は，クルマの運動性における
低中速での取り扱いやすさや，外乱に対す

かすために従来は機械的リンケージの構成

世界初として最初にバイ・ワイヤの操

る安定性，直進性をより高い水準で両立さ

で行っていたものを，操作の動きを電気信

舵を量産化した背景について，プラット

せるため，従来と違う次元へ操縦安定性を

号に変換し，機構そのものはアクチュエー

フォーム・車両要素技術開発本部 シャシー

もっていきたいということから，積極的に

タで作動することである。

技術開発部 ステアリングシステム開発グ

取り組んできました。また，これは将来へ

バイ・ワイヤの技術は，元は軍用機の技術

ループの主担である久保川 範規は，次のよ

向けた自動運転にも役立つだろうという発

として始まったが，1980年ごろから民間航

うに話す。

展性も視野に入れています」
。

空機でも採用されるようになった。これに

「クルマを，ドライバの意のままに走らせ

実 は 日 産 は， こ れ ま で， 後 輪 操 舵 の

よって，たとえば大型航空機の操縦に関し

るため，従来の技術ではなかなか到達でき

HICAS（ハイキャス）や，4WAS（４輪アク

て，機械的伝達ではなく，電気信号によっ

ないところがありました。たとえば路面か

ティブステア）など，前後のタイヤを別々

て操縦席から遠い翼のフラップを軽い力で

らの外乱による音や振動を抑え車両の直進

に操舵するということを量産市販化してき

動かすといったことができるようになった。

性を良くするためブッシュなど緩衝材を間

た歴史がある。そうした技術の積み重ねが，

クルマにおいても，すでにアクセルやブ

に挟み込むと，
操舵力が重くなり，
速く正確

前輪のステア・バイ・ワイヤへの取り組み

レーキ操作にバイ・ワイヤが適用されてい

な操舵応答ができなくなります。一方，軽

を自然な進化の流れと捉える風土となって

る。
アクセルの場合，ドライバのアクセル操

くクイックでダイレクト感がある操舵感を

いたといえる。

作に対して，最適な出力を調整するように

得ようとすると，今度は路面からの外乱を

なっていたり，燃費向上のため無駄なペダ

受けることで，直進性が乱されたり，操舵

ル操作の抑制が制御されていたりする。ブ

に対するクルマの動きが敏感になりすぎた

レーキであれば，ハイブリッド車での回生

り音振性能が悪化します。

新しいシステムを
既存の技術で

ブレーキとの協調や，姿勢安定制御などで

一方，これまでステア・バイ・ワイヤが実

１輪にのみ制動を掛けるなどに適用するこ

用化されてこなかった背景は，それによっ

が，久保川であった。

とができる。

て何がよくなるのかということが明確でな

「世界初の実用化を目指した全く新しいシ

世界初のステアリングと前輪を切り離した操舵システム
新型の日産スカイライン（国内ではハイブリッ

そして，今回のシステム構成を考えたの

Steering Force Actuator

ECU (Steering force control)

Steering wheel Angle Sensor

ド車）に搭載されているのが，世界初の量産市

VDC ECU

販ステア・バイ・ワイヤの，ダイレクト・アダプティ
ブ・ステアリングである。通常，ステアリングホイー
ルと前輪は，ステアリングリンケージで直結して
いるが，これは，ステアリングホイールと前輪と
が直接はつながっておらず，転舵は信号に変換さ
れ，アクチュエータによってタイヤが操舵される。
また，路面からの反力も，アクチュエータによっ
てステアリングホイールを通じ，ドライバの手に
伝えられる。これによって，ドライバの意のまま
に操舵をすることができ，また，路面からの外
乱を受けずに直進性を確保することができる。ま
た，バックアップクラッチや，三つのアクチュエー
タ（モータ）が互いに補完し合うことで，万一の

Clutch

際の機能支援を行い信頼性の確保も実現されて
いる。将来的に，高度な運転支援や自動運転へ
の発展性も期待される操舵システムである。

ECU (Steering angle main control)

ECU (Steering angle sub control)

Steering Angle Actuator
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ステムを構成するに際して，まず考えたの

ありましたので，歯車のメカニズ

は，システムは新しくても，使う技術は既

ムを再検証し，検討内容の見直し

存の物を応用しようということでした。何

を進めるうち，歯の弾性が誤差を

より信頼性の確保が最優先ですので，シス

吸収できることを発見しました。

テムも新しい，使う部品も新しいというの

解析と実験で確かめながら，歯車

では，なかなか成立しにくくなります。

に必要な精度と量産性の両立が

そのうえで，ハンドルとタイヤが直結し

できました」

ていないステア・バイ・ワイヤで，手応え

同時にまた，2個のモータの搭

となる反力をどう作り込むか。違和感が出

載場所の選定にも苦労したと話

ないことを優先し，ギヤによる減速を持た

す。

ないダイレクトモータ方式としました。

「プラットフォームは既存のも

前輪の転舵については，ラックを動かす

のがベースとなっていて，パワー

モータを2個にすることで，信頼性の確保

トレーンもエンジンだけでなく

を行いました（図1）
」

ハイブリッドシステムもあって，

こうした基本構成を考えたのち，信頼性

2個のモータ設置のための空間を

や，故障に対する対処など含め，検証しな

探すのが大変でした。また，2個

がら約1年かけて全体構成をまとめ上げて

のモータのためのハーネスも，生

いった。

産現場で人が組立作業できるよ

「あの1年間は，技術者としてとても楽し

うに配置にしなければならず，何

く充実した時間でした。上司と夜中まで議

度も配置を見直しました」
。

論したこともありましたが，それも，これま

配置については，久保川も菅原

で世の中にない物を出すためのブラッシュ

の苦労の一端を紹介する。

アップの作業であり，よりよいものにして

「エンジンルーム内は，熱もかか

図 1 ラック・アンド・ピニオンを左右 2 個のモータで駆動する前
輪操舵

いくという喜びがありました」と久保川は
笑う。
そして，いよいよ一つひとつのものづく

Electromagnetic
Clutch

りが始まっていった。
まず，転舵を行う2個のモータをラック

Linear-Rotary Motion
Converting Mechanism
(Ball Cam)

にどう配置し，組み込んでいくか。プラッ
トフォーム・車両要素技術開発本部 シャ
シー技術開発部 ステアリングシステム開

Roller Clutch

発グループの菅原 直人は，今回のシステム
ならではの苦労を次のように語った。

図2

万一の際は瞬時に締結されるローラクラッチ

「通常の電動パワーステアリングのように

normal

ドライバの操作力とモータ１個のアシスト
力の組み合わせで転舵するのではなく，2
個のモータで転舵するということは，二つ
のラック・アンド・ピニオンの両方にモータ
負荷が入る使い方になるわけですから，信
頼性の面からそれぞれの歯車の必要精度を
念入りに検討しました。2個のモータは同
じ出力を出す構成なので、歯の精度が十分
でないと歯面が片当たりした状態で使い続
けることになってしまいます。

Independent controlled
streering
angle control
failure
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ンド・ピニオンの設計に携わり知見のある
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社内の設計レビューで，永年ラック・ア
大先輩が，歯車の耐久性が心配だと指摘が
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久保川 範規 Noriki KUBOKAWA

楢崎 拓也 Takuya NARASAKI

蔡 佑文 Yuwun CHAI

中山 大 Dai NAKAYAMA

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

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

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

日産自動車株式会社
実験技術開発本部
車両実験部
車両運動性能実験グループ

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

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

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

わるので，隙間があってもそこには置けな

滑らず瞬時に締結できることが必要になり

いといったことが起こり，だいぶ苦労した

ます。そこで選ばれたのが，ローラクラッ

ようです」。

チです（図2）」。

「会社でやっている仕事はなかなか
家族に理解してもらいにくいのです
が，社外からこのような賞を戴き，
家族にも知ってもらうきっかけにな
りました。賞を戴く機会はあまりあ
りませんので，この開発にかかわる
ことができ嬉しく思っています。開
発にかかわった多くのメンバを代表
して受賞させて頂き光栄です」

久保川が補足するところによると，

万が一に備える
ステアリングシャフトクラッチ

「正常に電気が流れてステア・バイ・ワイ
ヤが機能しているときには解放されていて，
電気が途絶えると，バネの力でクラッチが

次に，万一の際のバックアップのための，

締結し，素早くステアリングシャフトがつ

クラッチ開発について，プラットフォー

ながって，操舵ができるようにする仕組み

ム・車両要素技術開発本部シャシー技術開

です（図3）
」と解説する。

発部 ステアリングシステム開発グループ

当然ながら，配置についても苦労があっ

の楢崎 拓也が苦心の様子を説明する。実

た。

は，バイ・ワイヤといっても全くステアリ

「ローラクラッチの前後に，それぞれ二つ

ングシャフトが無いわけではない。万一に

ずつのユニバーサルジョイントを持つシャ

備えてステアリングシャフトがあり，それ

フトがあり，これを通常のダッシュパネル

を通常はクラッチで切り離し，バイ・ワイ

でステアリングシャフトが通る穴に合わせ

ヤ化しているのである。

ていかなければなりません。室内側ではブ

「どのようなクラッチを使うかは，ステア

レーキペダルとの干渉を避け，エンジン

リング軸に求められるトルク容量，応答性，

ルーム側では熱の影響を考慮しつつエンジ

信頼性，レイアウト性を考慮し選定されま

ンの排気管と干渉しない隙間をうまく通す

した。
菅原の場合と同じように，限られた空

必要があります。ユニバーサルジョイント

間に配置できる寸法，そして，万一の際に

は使用する角度に制約があるので，どのよ

菅原 直人 Naoto SUGAWARA
日産自動車株式会社
プラットフォーム・車両要素技術開発本部
シャシー技術開発部
ステアリングシステム開発グループ
「次の開発がすぐ始まるなか，仕事で
褒めてもらえるのは『よくやった』と
いう上司の言葉くらいと感じていまし
たが，自動車技術会という第三者の
目で褒めてもらえることをやったのだ
と，この受賞で実感することができ
ました」
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うにレイアウトするか各項目を検証するた
め，モックアップを作り，実地に調べてい
きました（図4）
」
。

システム開発グループの蔡 佑文は話す。

いかに正確に自然にハンドルを切れるか
まだ売り物にならない

三つのモータや，バックアップ用クラッ

「転舵と，反力制御です。
まず転舵は，ラックと繋がっている二つ
のモータを使い，タイヤを左右へ動かしま

チなど，部品点数が増えた機構であること

そして，商品にするために不可欠な性能

すが，ドライバがハンドルを切ったという

による配置に，菅原や楢崎の苦心があった

の作り込みがある。重要な要素は二つあっ

入力に応じて，タイヤ角度をどうするかを

たと，プラットフォーム・車両要素技術開

決め，そしてモータをどう動かすか。その

発本部 シャシー技術開発部 ステアリング

際，違和感が出ないようにしなければなり

（図 5）
。

ません。ここでは，日産には過去にHICAS
や4WASで，モータを使って転舵する経験
があるため，タイヤ角の位置決めにその制
御を応用しました。そうした永年の技術の
つながりが助けになりました。こうしたこ
とに，2〜3年かかりました。
次は，もっと大変な反力制御です。普通
は，当然のようにタイヤから伝わってくる
反力が，ステア・バイ・ワイヤではないの
ですから，すべてゼロから作っていかなけ
ればなりません。テクニカルセンター構内
の道を走りながら，まず，通常のステアリ
ング反力の出方、主要特性や人間の感じ方
等から学び始め，それを再現できるように
することから手を付けました。
そのうえで，ステア・バイ・ワイヤらし
さ，すなわちバイ・ワイヤにする利点を生
み出していかなければなりません。それに，
6〜7年の歳月がかかっています」。
ステア・バイ・ワイヤによってハンドル
の切れがよく，同時にまた，直進する際に
はドライバが無意識に修正を行わなくても
図 4 ローラクラッチの戦後に二つずつのユニバーサルジョイントを持つ
ステアリングシャフトのレイアウト

真っ直ぐクルマを走らせられるようになれ
ば，運転をより楽にすることができる。バ
イ・ワイヤの利点を生み出せる。
先行開発から量産車へ適応するための開
発段階となって，これならよいのではない
かという水準に思えたところで，車両実験
部からダメ出しがなされた。
その様子を，実
験技術開発本部 車両実験部 車両運動性能
実験グループの中山 大が語る。
「先行開発の段階から量産へ移るところで，
壁がありました。我々量産車を仕上げる目
で確認すると，強い言い方になってしまい
ますが……。まだ，
売り物にはならない，と。
たとえていうなら，テレビゲームのよう
な感覚でした。それもずいぶん昔のゲーム
の時代の水準です。操舵はできていたので

図5
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ステアリングフォース ECU ユニットは操舵と反力を制御し，3 セットがそれぞれを監視しあっている

すが，やはり反力にかかわる感触が不自然

操舵をステアリングと切り離したとき，何ができるか
―日産自動車
（株）―

でした。したがって，タイヤがどう動いて

「ステア・バイ・ワイヤを，何が何でも一

越えたことで，この先は怖いものはないと

いるのかドライバが感じとれない」。

番に出したいという思いで開発を続けてき

自分にとって大きな自信にもなりました」。

計測データを基に，項目毎に微調整が繰

たので，やっと世に出すことができたとい

り返され，設計と実験との間で行き来が行

う達成感を覚えました。開発にかかわって

「課題の解決には，グループのメンバと各

われた。蔡は，マレーシア生まれで，日本

きた仲間と，携わってくださった人たちに

部署，サプライヤさんの協力があって乗り

に来て初めて雪を見たというのだが，

感謝しています」と，感慨深げである。

切ることができました。様々な課題をクリ

「たとえば，雪道のように滑りやすい路面

蔡は，

楢崎は，

アし，よく生産が立ち上がったという思い

で，タイヤが滑りながらドライバがそこを

「 入 社 し て か ら10年 間 こ の 開 発 一 筋 で

でもあります。支えてくれた人たちがいた

感じる部分の作り込みが肝心でした。

やってきました。日本に永住して14年で

おかげだと感謝しています」
。

制御定数チューニングの難しいところは，

す。初めは何も知らずに素人同然でやって

中山は，

テストドライバの話す言葉を解釈し，その

きました，たくさんの困難がありました。

「内製にこだわった制御であったり，設計

感覚をデータに落とし込むことです。中山

一時は気持ちが折れそうにもなりましたが，

の人も実車に乗って理解を深めていったり，

と二人，二人三脚で開発し，私もそこで鍛

日本人は誰も止めると言わない。諦めない。

みんなでいろいろなことを共有しながら，

えられました」。

みんながやるなら，やり遂げなければとい

チーム一丸となって成功に結び付けること

こうして，10年の歳月を経たダイレク

う思いになりました。これはまさに，メイ

ができたのだと思っています。発売前，ア

ト・アダプティブ・ステアリングは，2014

ド・イン・ジャパン・テクノロジーだと思っ

メリカで一般の方に試乗をしてもらった際，

年2月に発売された新型スカイラインに搭

ています」と，開発陣の不屈の精神に感嘆

試乗後に『ワォッ』と言って，笑顔がこぼ

載され，市販に移された。

する。

れたとき，そこまで出来上がったのだと嬉

菅原は，

何が何でも
一番で出したい

しかったです」
。

「設計部署は，開発の中心に位置づけられ

世界初，一番に世に出したいという思い

ていますが，この開発はみんなの助けがな

が結実した瞬間であったといえるだろう。

ければできないものでした。生産段階の組

「この喜びは言葉に表せない」という蔡の

システム設計の取りまとめ役を務め，ま

み付けに関しても，工場の協力があって

一言が，開発者，関係者全員の思いを代表

た信頼性の確保にもかかわった久保川は，

やっとできたのです。幾つものハードルを

していた。
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