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6 突き抜ける世界一の

Chapter

燃費性能のために

優れた燃費性能と力強く滑らかな加速を両立した
新2モータハイブリッドシステムの開発
Development of a New Two-motor Hybrid System
which provides Powerful and Smooth Acceleration along
with Outstanding Fuel Efficiency

（株）本田技術研究所

写真：桜井 健雄

ホンダは1モータをエンジンのアシストに使うシンプルで低コストのハイブリッドを展開してきた。
が，世界では認知度に後れをとっていた。
さらに効率のよいシステムを研究するうちに，技術的にも効率的にも世界一を目指すことを決定した。
他社と違うシステムで目標を達成しようとするホンダの哲学はここにも発揮される。
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基本とするところに特徴がある。

1，
2，
3個のモータで展開する
ホンダハイブリッド

突き抜ける世界一の燃費性能のために
―（株）
本田技術研究所―

最適なシステムを検討してきました。そし

ハイブリッドシステムは基本的に2種類

て，電気的な部分と機械的な部分それぞれ

あり，シリーズ式はエンジンで発電を行い

の得意な箇所を使い分けて走る，今回のシ

ながらモータ駆動で走行する方式である。

ステムを構成し，将来的にも燃費と走りで

ホンダは，1999年にハイブリッド専用

一方パラレル式は，エンジンとモータの双

勝てるようにしたのです」
。

車 の 初 代 イ ン サ イ ト で，1モ ー タ の ハ イ

方を駆動に使い，発進時や強い加速時に

i‐MMDは，EVドライブ／ハイブリッ

ブリッドシステムIMA（Intelligent Motor

モータでアシストする方式。ホンダがこれ

ドドライブ／エンジンドライブの，三つの

Assist）を市場導入した。そして，シビッ

まで採用してきたIMAは，こちらになる。

モードを持つ。

クやアコードなどへの車種展開を行ってき

本田技術研究所 四輪R＆Dセンター 第

駆動されるタイヤは通常は駆動用モータ

1技術開発室 第2ブロック 主任研究員の

と直結で，エンジンドライブのときのみ多

た。
次に，ホンダが新たなハイブリッドシス

仁木学は，シリーズハイブリッドを基とす

板クラッチを使ってエンジン直結にする。

テムを発表したのは 2012 年 11 月のことで，

るi‐MMDに至った経緯として，次のよう

「ほかの自動車メーカも，シリーズハイブ

ここにおいて，1 モータ，2 モータ，3 モー

に語った。

リッドの研究をやっていると思います。し

タという 3 種類のハイブリッドシステムを

「世界一を目指す，を合言葉に，エンジン

かし，従来のシリーズハイブリッドでは，

一気に公開した。この中で今回技術開発

とモータの良い点と悪い点を解析し，さら

モータや発電機，インバータ系の効率が仮

賞を受賞したのは，2 モータ式の i‐MMD

に，エンジンやモータ，
そして機械系など関

にそれぞれ90％以上と高効率であったと

係部品の将来的な進化も視野に入れながら，

しても，発電した電気をいちいちバッテリ

（Intelligent Multi Mode Drive）である。
本田技術研究所 四輪R＆Dセンター 第5
技術開発室 第1ブロックの主任研究員であ
る樋口 成智は，
「初代インサイトからハイブリッドシステ
ムにかかわり，社内で2モータ式やシリー
ズハイブリッドなど，世に出なかった研究
もたくさんしてきました。IMAは，シンプ
ルなシステム構成と低コストで，より多く
の車種に搭載でき，ハイブリッドの普及に

モータ主体の駆動という発想の転換
ホンダは，1999 年にハイブリッド車の販売を開始している。それは，1 モータによる IMA
（Integrated Motor Assist）といい，エンジンを主体にモータが補助する方式であった。一方，
今回の i‐MMD(Intelligent Multi Mode Drive) は，モータ主体の駆動方式を持つシリーズハイ
ブリッドを基本にするという，発想の大転換が行われた。狙いは，世界一の燃費性能を実現し
ながら，滑らかで力強い加速を両立することにあった。シリーズハイブリッドとは，モータ駆動
により走行し，エンジンは発電機の動力に徹するのが基本だが，i‐MMD は，エンジンも効率
がもっとも良い状況での高速運転では駆動に使われる。そこに独創性がある。i‐MMD は，バッ

貢献しましたが，環境問題がより深刻にな

テリの電気のみで走行する EV ドライブ／エンジンで発電しながら走るハイブリッドドライブ／エ

り，さらに効率の良いシステムが求められ

ンジンで走行するエンジンドライブの三つのモードを持つ。

るようになりました。
今回は，技術的，性能的にも“突き抜け
る”，世界一のシステムとしました」と，語
る。
開発責任者である本田技術研究所 四輪
R＆Dセンター 第5技術開発室 第1ブロッ
ク 主任研究員 島田 裕央は，2012年の技術
発表のおり，次のようにホンダの新しいハ
イブリッドシステムを形容した。
「環境と同時に，FUNも進化させる，ホ
ンダのアース・ドリーム・テクノロジーで
す」と。

2モータと組み合わせる
シリーズハイブリッドが基本
i‐MMDは，排気量2L直列4気筒のDOHC
i‐VTECガソリンエンジンと，二つのモー
タを組み合わせ，シリーズハイブリッドを
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に充電し，その電気で駆動していたのでは，

てトップギヤで走行するようなエンジン回

「もともと私はエンジン屋で，制御はエン

電気の出し入れのところで効率が落ちてし

転領域を使うので，燃費がいいのです（図

ジン軸トルクをどうするか，でよかったの

まいます。i‐MMDは，ハイブリッド走行

1）」。

ですが，i‐MMDでは，タイヤにどう動力

時，エンジンで発電した電気はそのままタ

世界一の効率を追求したi‐MMDの利点

イヤを駆動し，不足する電力をバッテリか

を，仁木はこう解説する。とはいえ，ハイ

ら補う考え方なので，総合効率が高い。ま

ブリッド制御には苦労したと，仁木は続け

た，
エンジン駆動の際も，エンジン車におい

る。

が届くかまで制御することになり，そこが
非常に難しかったです。
つまり，エンジンで発電しながら走るシ
リーズハイブリッド走行となると，運転者
の要求出力に対して，どれくらいエンジン

燃費

が発電しなければならないかが分かりにく
いのです。というのは，急加速などでエン

JCO8 燃費［km/L］

ジンによる発電が追い付かないような際に
は，バッテリから電力を補うので，発電し
た電気とバッテリが補う電気との兼ね合い
が生じます。その際，エンジンは最も効率
のよい回転領域で運転しなければ燃費が悪
化してしまいますから，要求される発電量
と，バッテリの蓄電容量と，エンジンの回
転領域と，制御すべき要素が複雑に絡み合

JCO8 走行エネルギー［Wh］

うわけです」
。

加速性能

そして，もう一つ苦労があったという。

そ
「基本的に発進はEVドライブですから，
の後にエンジン始動する場面が来ます。こ
加速度

のとき，モータによる走行のみとなるEVド
ライブでは静かだったところにエンジンが
ブンッと突然かかったのでは，振動・騒音
の面で商品性が落ちてしまいます。エンジ
ンが最も効率良いのは毎分2500回転あた
りですが，少なくとも1500〜2000回転でエ
ンジンを始動したいところです。それでも，

時間

図1

燃費と加速性能の向上

エンジンがいきなりその回転数で始動すれ
ば，振動・騒音が起こります。



そこで，電動VTC（Valve Timing Control）
を装備し，エンジンの圧縮行程で振動が出
やすいので一時的に圧を抜いて滑らかに回
します。さらにバッテリの電力を用いて走
行用モータで，駆動力を出しながら燃焼を
開始し，エンジン回転を上げつつ，発電電
力を徐々に増やすことにより，エンジンが
かかることによる振動・騒音が突然大きく
出ないように工夫しました」
。
シリーズハイブリッドシステムの根幹と
なるモータが組み込まれたトランスミッ
ションを担当したのは，本田技術研究所
四輪R＆Dセンター 第4技術開発室 第3ブ
ロック主任研究員の田中 正志である。
「以前のIMAでは，モータをエンジンとト

図2
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トランスミッションケースに収められた二つのモータ

ランスミッションの間に挟みこむ構造でし

突き抜ける世界一の燃費性能のために
―（株）
本田技術研究所―

島田 裕央 Hiroo SHIMADA

樋口 成智 Naritomo HIGUCHI

仁木 学 Manabu NIKI

田中 正志 Masashi TANAKA

株式会社本田技術研究所
四輪R＆Dセンター
第5技術開発室 第1ブロック
主任研究員

株式会社本田技術研究所
四輪R＆Dセンター
第5技術開発室 第1ブロック
主任研究員

株式会社本田技術研究所
四輪R＆Dセンター
第1技術開発室 第2ブロック
主任研究員

株式会社本田技術研究所
四輪R＆Dセンター
第4技術開発室 第3ブロック
主任研究員

「栄誉ある技術開発賞，ありがとうござ
います。 開発や製造にかかわったメン
バー全員に感謝いたします。このシス
テムは当初より高い目標を掲げ，妥協
することなく開発してきました。 そのこと
が自分たちを支え，思い通りにいかない
チャレンジだらけだった時期を乗り越えさ
せてくれ，目標達成につながったのだと
思います。今回の受賞は，技術的成果
とともに開発へのチャレンジマインドも評
価されたと理解し，とても嬉しく，誇らしく
思います」

「どのような仕事をしているのかと聞
かれ，ハイブリッドだと答えると，ホ
ンダでもハイブリッド車をやっている
んですねと言われてしまうことがあり
ましたが，性能と技術で妥協のない，
効率のよいシステムを世に出せたこと
を認めて戴き，受賞できたのは大変
嬉しいです。市販されなかったシステ
ムも含め，これまでホンダでハイブ
リッドの研究開発にかかわったメン
バー全員の代表として感謝致します」

「クルマが世に出て，ホンダは自ら世
界最高の効率と言ってきましたけれど
も，そこを第三者の立場で自動車技
術 会から賞として評 価され，開発に
かかわったみんなと喜ぶことができま
した」

た。i‐MMDは，小型化のためにトランス

ら効率がいいはず，だから発熱も少ないは

ミッションケースに二つのモータが組み込

ずだという発想から，なぜ冷却がそんなに

まれる構造（図2）としましたが，そこの

大変なのかと思う一面がありました」
と，
当

冷却をどうするかに苦労しました。

時を振り返って笑う。

最終的にトランスミッションの機械的な部

こうした多くの新たな課題を解決するた

分の潤滑，冷却に使用していたオイルを

め，開発統責任者である島田の下に，各部

モータ冷却にも使う油冷式を採用しまし

署の担当が集まって協議するといったこと

た」
。

が繰り返された。

冷却方式は決まったとはいえ，従来のト

「複合的な機構を持つハイブリッドシステ

ランスミッションと比較して冷却性能を格

ムでは，既存の開発の仕方では前へ進まな

段に高めるため，効率的なモータの冷やし

いので，専用の部屋を設け，そこに各部署

方や熱交換の手法を導入する必要があった。

から人が集まりながら話し合う必要があり

田中は，

ました」と，仁木は言う。

「EVドライブをさせるため，i‐MMDで
使うモータと発電機は，出力が大きいんで
す。それによって発熱が大きくなり，冷却

初もの尽くしで
手探りの開発

をしっかりやらなければならない。そこを
理解してもらうのが大変でした」と振り返
る。
それに対して，仁木は，
「世界最高効率を目指したシステムですか

「新しい電動トランスミッションを世
の中に提示し，それを評 価していた
だいたことに感謝するとともに，苦
労を伴にした開発メンバーと共に受
賞を喜びました」

細田 正晴 Masaharu HOSODA
株式会社本田技術研究所
四輪R＆Dセンター
第5技術開発室 第2ブロック
主任研究員
「先行開発から多くのメンバーがか
かわってきて，開発担当の入れ替わ
りもありましたが，そのみんながこ
の賞によって認められたことが嬉し
いです。開発にかかわったチームメ
ンバー全員で喜ぶことができ，有り
難いと思っています」

られるということがあった。
初ものという点では，電動パワープラン

「リチウムイオンバッテリのサイズは室内

ト系の全般を見る本田技術研究所 四輪R

の広さや，重量，コストなど，あらゆるとこ

＆Dセンター 第5技術開発室 第2ブロック

ろに影響を及ぼす要素であるため，先行開

の細田 正晴主任研究員も，大胆な決断が迫

発から量産開発に入る間の比較的早い時期
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に決める必要があります。完成車として詳

商品性など，新たな課題が山積みといった

て理論的な裏付けが必要となります。そこ

細が十分に見えていない時点で決めること

ところでした」
。

で部品一点一点の耐久・信頼性を数値で示

になりますが，もしバッテリ性能が足りず

なかでも，信頼性の考え方の面で樋口は

すと共に，あらゆるトラブルの可能性を検

後から変更することになると、システム全

苦心したと話す。

証し，過去の電気自動車の事例なども参考

体の見直しにもつながりかねないので，一

「IMAは，エンジン主体のシステムにモー

にしながら比較していくという地道な作業

つずつ課題を抽出し確実に仕様を決定して

タを付加するという考え方なので，万に一

を通じて量産車同等以上の信頼性を持つこ

いきました。

つモータ系に不具合を生じても，走行不能

とを証明していきました」
。

ぎりぎりの性能で量産開発をスタートし，

とはなりません。しかし今回は，EVドライ

バッテリの開発はもちろんのこと，制御の

ブで発進し，大半の走行はモータで駆動す

見直しも含め，狙い通り，要求仕様を満足

るシステムですから，モータ系で何か不具

することができましたが，開発中はヒヤヒ

合が起こると動けなくなる。これはシステ

ヤしたことも多々ありました」。

ムとしてはもちろん，お客様にも迷惑を掛

ほかにも，初ものとして手探りの開発が
あった。

ける重要な課題です。

今までにないコンセプト商品を
どう検証するか
世界一を目指す開発は，ほかと違うシス
テムで目標を達成しようとするホンダ伝統

長い歴史があり豊富な開発経験や市場実

の哲学に貫かれたが，苦労の連続だったと

「パワーコントロールユニット内に昇圧器

績による裏付けがあるエンジンや，比較的

いえる。そのうえ，外部から充電を行うプ

（図 3）がありますが，これもホンダでは

単純な仕組みである電気自動車の場合とは

ラグインハイブリッドも，同じハイブリッ

これまで量産で使ったことのない部品です。

違い，複数のシステムを組み合わせたハイ

ドシステムを使って構築していった。

モータやインバータは，電気自動車等で開

ブリッド車が十分な信頼性を備えている事

一例として，容量の大きくなるリチウム

発したことがありましたが，回路や制御，

を証明するためには，すべての要素につい

イオンバッテリの搭載性に苦心があったと，

図3

図4
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モータ ECU，昇圧器，インバータを組み込んだぱ輪ユニットコントロール

ハイブリッド用インテリジェントパワーユニット（左）とリチウムイオンバッテリが 2 階建てとなるプラグインハイブリッド用バッテリボックス（右）

突き抜ける世界一の燃費性能のために
―（株）
本田技術研究所―

樋口は説明する。

高まらず歯がゆい思いをしてきました。今

という大台を達成した際，“やればできるん

「ハイブリッド用と比較して非常に大きな

回は言い訳なく世界一の燃費性能を出すこ

だ”と，若いエンジニアと喜び合えたのが

バッテリを，生産ラインで車体にいかに搭

とができ，エンジニアとしてよかったと

印象深い」と，永年の苦労の実現を，身を

載するか，そこが大変でした。2階建ての

思っています」と，成果を喜ぶ。

もって実感した。

バッテリ（図4）を後ろのドアの開口部から

仁木は，「プロジェクトメンバーに厳し

アコードハイブリッドはJC08モードで

投入し，後輪のホイールハウスをよけ，後

い目標値を示し苦労を掛けましたけれど，

30.0km/L，アコードプラグインハイブリッ

席のシートバックの後に載せるわけですが，

チーム一丸となって世界最高効率を達成す

ドはJC08モード複合燃費で70.4km/Lの燃

作業の際に少しでも車体が動くと当たって

ることかでき，皆と一緒に喜べてよかっ

費性能を達成し，従来を大きく上回る燃費

しまいます。開発段階から工場や生産技術

た」と，笑顔を見せる。

性能と滑らかで力強い加速の両立を実現し

を開発する部門と一体となって専用治具等

田中は，
「ホンダオリジナルのハイブリッ

の検討を進め，何とか生産ラインの大幅な

ド車を出すことができた喜びが非常に大き

改修無しに実現することができました」。

い」と，満足気な表情だ。

また，外部給電機能の追加も，苦労の一

細田は，「燃費計測で，実際に30.0km/L

たのであった。
＊な お、かねてより病気療養中であった島田
裕央氏は、2014年12月にご逝去されました。
謹んでご冥福をお祈りします。

つと細田は言う。
「開発中にちょうど東日本大震災が起き，
被災地などで電気自動車やプラグインハイ
ブリッド車などから電気を供給する外部給
電機能の要求が高まり，急遽，対応するこ
とにしました。そのためには電力をどのよ
うに車から取り出しAC100Vに変換するか
が大きな課題となりましたが，ここは，汎
用製品の開発部署と協力し合いながら，外
部インバータを新規開発し，トランク内の
バッテリ下側に給電口を設けることで解決
しました」。
PHEVの開発途中では，今までにないコ
ンセプトの商品をどうしたらお客様にとっ
て使いやすく役立つ物にできるのかを検証
するために，実証実験の話が起こってきた。
樋口は，
「一般のお客様に乗ってみて戴くことはと
ても大事ですが，なにしろ急な話でしたの
で，量産車にPHEVシステムを積み，わずか
半年で実証実験車を造り上げるといった慌
ただしさでした。それでも，新たに課題も
見えてくるなど，量産へ向けての使い勝手
向上やコンセプトの確からしさ検証の点で，
実証実験を頑張ってやったことはよかった
と思います」と，量産化に向けた取り組み
のなかで，熟成されていく様を紹介してく
れた。
2013年6月に，アコードハイブリッドと
アコードプラグインハイブリッドが発売さ
れた。
樋口は，「国内の新車販売ではIMAの占
める割合が4割を超えていましたが，その
割に，ハイブリッド車でホンダの認知度が
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