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エンジンオイルで
1Chapter

Engine Oil Development for Preventing Pre-Ignition in Turbocharged Gasoline Engine

ダウンサイジング過給ガソリンエンジンでの
異常燃焼抑制エンジンオイルの開発

日本でも一般化しつつあるダウンサイジングターボエンジンは，
エンジンの小型化によって燃費性能を向上させ，ターボ化によって出力性能を確保するというエンジンである．

しかし低回転から高過給を試みると，早期着火による異常燃焼つまりプレイグニッションが起きやすいという宿命をもっている．
頻発するとエンジン部品へダメージを与えるこの現象，トヨタ自動車はその頻度を抑制するエンジンオイルの研究を続けていた．

異常燃焼抑制に挑む

トヨタ自動車（株）
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エンジンオイルで異常燃焼抑制に挑む
―トヨタ自動車（株）―

低回転高負荷での
異常燃焼を防げ

　世界的に，ダウンサイジング過給ガソリ
ンエンジン搭載車が急速に増えている．背
景にあるのは，CO2（二酸化炭素）排出量
の削減である．
　トヨタ自動車は，1997年に世界で初め
てハイブリッド車を量産市販し，これに
よって従来の自動車に比べ燃費性能を約2
倍に高め，CO2排出量の削減に邁進してき
た．一方，パワーユニットの種類としては，
ダウンサイジング過給ガソリンエンジンや，
クリーンディーゼルエンジンの国内におけ
る乗用車への搭載は，時機を待っていた．
　こうした経緯を踏まえ，ダウンサイジン
グ過給ガソリンエンジンをトヨタがいよい
よ市場投入するに際し，小さな排気量であ
りながら，過給により低回転から高いトル
クを得ることのできるエンジン特性を活か
すうえで，低回転・高トルク域で起こる可
能性のある異常燃焼（プレイグニッショ
ン）を抑制する手段の一つとして，発火源
と言われているエンジンオイルの自着火を
抑制するエンジンオイルの開発に世界で初
めて乗り出した．それが，今回の開発である．
　そもそも，エンジンオイルが燃焼室で自
着火するものなのかどうか，エンジン開発
担当のトヨタ自動車株式会社ユニットセン
ター エンジン統括部主査の渡邊 泉は，次
のように説明する．
「エンジンオイルはシリンダ内壁に油膜を
形成し，ピストンやピストンリングの摺動
を滑らかにしていますが，その一部が蒸発
したり油滴としてシリンダ内に飛び出した
りして混合気と一緒に燃えています．エン
ジンオイルが交換時期に少し減っているの
はこのためです．直噴エンジンでは，シリ
ンダ内壁に噴射ガソリンが極少量当たるこ
とがあり，そこでシリンダ壁の油膜と混
ざった燃料／オイル混合物が火種として作
用する確率が，ポート噴射より高まる可能
性があります」．
　入社以来エンジンオイル開発一筋という，
材料技術開発部 トライボロジ材料室主任
の藤本 公介は，こう補足する．

「エンジンオイルはそもそも燃えやすいも
のですが，低回転域でのトルクを活かそう
とするダウンサイジング過給ガソリンエン
ジンでは，よりそれが顕著に現れ，プレイ
グニッションが発生しやすくなるのです」．
　トヨタの材料技術部でエンジンオイルに
かかわってきた山下 実は，現在，中国の
研究開発センターに勤務し，材料技術部 
材料技術室の室長を務める．藤本の話を引
き継いで，
「エンジンオイルの発火点は，ガソリンよ
り低いのです．それでも従来は，自着火す
るような燃焼雰囲気にあまりなかったので
すが，ダウンサイジング過給ガソリンエン
ジンとなって，発火の火種になるというこ
とが起きたのです」と説明する．

　今回の開発で，エンジンオイル開発と，
エンジン開発の橋渡し役となった，ユニッ
トセンター エンジン設計部 第１基盤技術
設計室主幹の平野 聡伺も，
「筒内の空気の圧力と温度が高くなる中で
は，エンジンオイルもガソリンも，発火と
いう点ではそれほど違わないのです」と話
す（図1）．
　スパークプラグによる点火の前に，エン
ジンオイルとガソリンが混ざった火種から
自己着火するプレイグニッションを起こす
と，エンジン部品，特にピストン系の部品
にダメージが蓄積する．このため，ダウン
サイジング過給ガソリンエンジンには対応
策が不可欠だ．これはトヨタに限らず，こ
のエンジン故の宿命でもある．

　燃費向上のため，小排気量化する時代の流れがある．そして排気量を下げても動力性能を
確保するため排気エネルギーを使ったターボチャージャを装備するのが，ダウンサイジング過給
ガソリンエンジンである．低回転域でも高いトルクを得られ，胸のすく加速を実現する．ただし，
低回転・高トルクの運転状況において，スパークプラグで点火する前に燃料が燃え始める異常
燃焼，プレイグニッションが起こる可能性が生まれる．このプレイグニッションに，エンジンオ
イルがかかわることを突き止め，エンジンオイルに添加される材料の配合を変え，抑制する性能
を与えたのが今回の開発である．市販用ダウンサイジング過給ガソリンエンジンとしてトヨタ初
のエンジン開発と，オイル開発が同時に進行し，互いの進化の過程でエンジンオイルの性能を
評価するうえで苦労があったが，プレイグニッションを 90% 以上も抑制することが可能な高性
能オイルを開発し，その性能が推奨オイル交換距離以上に維持される品質を達成した．

エンジンオイルによる異常燃焼を防ぐ
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何万回の燃焼のうち1度という
プレイグニッションを探る

「そこを，エンジンオイルに任せればいい
ということではありません」と渡邊．「エ
ンジン設計でまず，ガソリンの噴射タイミ
ングや，噴霧の改良，オイル消費を減らす
などの対策を徹底的に進め，発生確率を限
りなくゼロに近づけたうえで，さらにプレ
イグニッションの発生を抑える手立てを加
えたエンジンオイルを開発したということ
です（図2）．
　グローバルに自動車販売を展開するトヨ
タとしては，地域によって燃料やオイルの
質が多様化していることに対し，プレイグ
ニッションを起き難くするための手立ては，
多いにこしたことがありません」．
　では実際に，エンジンオイルの開発はど
のように進められたのだろう．開発を遡っ
て，平野はこう話す．
「エンジンオイルを開発する前に，まず，
エンジンオイルがプレイグニッションにど
のようなかかわりを持っているのか，ある
いはかかわっていないのか，その確認作業
から始まりました．実験をして確かめるわ
けですが，実は，プレイグニッションは頻
繁に起きているのではなく，何万回の燃焼
のうち1度という確率です」．
　その具体例を，エンジン開発の渡邊は，
「エンジンの油水温を下げたプレイグニッ
ションが発生し易い状態で，毎分2000回転
で最大トルクを出し続ける運転をして，6
万回の燃焼で1回程度の確率，つまり１時
間に１回発生するかしないかという確率で
す」と，補足する．
　これでは，いつプレイグニッションが起
こるか，それを待つだけで膨大な時間を要
し，実験を容易には進められなくなる．ま
た開発段階に入って，オイル添加剤の配合
などを変更するたびに，その効果をタイム
リーに確認することさえままならなくなる．
「そこで，エンジン設計としては，プレイ
グニッションをいかに起こし難くするかと
いう開発を続けているわけですから，逆に，
こうすればプレイグニッションが起こりや
すくなるという状況も分かるわけで，意識
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O2
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オイル気化層

シ
リ
ン
ダ
壁
面

【Step1: 気化】

【Step 2: 酸化反応】
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図 1　エンジンオイル液滴の自然着火機構

図 3　エンジンオイル添加剤の LSPI 現象への作用メカニズム

図 2　高効率化による低燃費を狙い，各種技術が取り入れられたダウンサイジング過給ガソリンエンジン
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エンジンオイルで異常燃焼抑制に挑む
―トヨタ自動車（株）―

的にシリンダ内壁にガソリンが当たり，そ
の際にガソリンがすぐに蒸発しないよう，
エンジンの水温を低く保つなど，少なくと
も6万回の燃焼で1回程度の確率から，2桁
の発生確率になるような，実験のための専
用仕様にしていくこともできるわけです」
と，渡邊は，実験を進めるための打開策を
打ち明けた．

オイル添加剤の組み合わせ確認に役立った
レース用エンジン開発手法

　エンジンオイルとプレイグニッションの
関係性を確認したあとは，藤本がオイル添
加剤の配合を調節していく．
「オイル添加剤はいろいろありますが，プ
レイグニッション発生頻度にかかわる
添加剤として，カルシウム（Ca）系清
浄剤，モリブデンジチオカーバメイト
（MoDTC），ジチリオン酸亜鉛（ZnDTP）
などの寄与が大きいことを見出しました．
そして，劣化防止やデポジットを防止する
Ca系清浄剤を減らし，摩擦や酸化劣化を

防ぐMoDTCと，摩耗劣化を防ぐZnDTP
を増やす配合を行いました．エンジンオイ
ルの自己着火は酸化反応と大きく関係して
おり，酸化安定性を向上することでプレイ
グニッション発生頻度を抑制することが出
来ることが分かりました」（図3）．
「ただし，Ca系清浄剤は，ピストン周辺
のデポジット抑制に効果があり，エンジン
オイル自体も劣化による性能低下をするの
で，その予防効果を落とすことなくプレイ
グニッションを抑えることができる配合を
探すのが，開発の要点となりました」と，
山下は詳細に語る．
　実験によって，オイル添加剤の配合の成
果を一つひとつ確認していったのが，ユ
ニットセンター エンジン設計部 第１基盤
技術設計室の加藤 勝善であった．
「エンジン自体も，開発当初は試作機とい
う開発途上であるため，プレイグニッショ
ンが多発するセッティングで試験を実施す
ると，数回試験したらエンジンのリビルト
が必要な状態でした．そこで，エンジンを
壊さないでプレイグニッション発生の有無

を発見する探知方法や，それでもプレイグ
ニッションが連発したらすぐに停止する方
法などの実験手法を，チームメンバーと繰

藤本 公介 Kosuke FUJIMOTO

トヨタ自動車 株式会社
材料技術開発部
トライボロジ材料室 主任

「受賞決定後，関係した仲間と祝杯を
あげることが出来たのも嬉しかったです
が，お世話になったサプライヤ様にも一
緒に喜んで頂いたり，社内報に掲載さ
れたおかげで他部署のメンバーからも声
をかけてもらったりと，とても嬉しく思いま
した．この開発に関係した社外協力会
社様や，社内の調達部門やアフターサー
ビス部門の方々へも，この場を借りてお
礼を言いたいと思います」

山下 実 Minoru YAMASHITA

トヨタ自動車研究開発センター（中
国）有限会社
材料技術部 材料技術室 室長

「従来，他社でもオイルでの受賞はなく，
受賞はないと思っていましたので，我々
の成果が認められたと思いました．いま
は日本に居ないので，仲間と感激を分
かち合う機会がなく寂しい思いをしてい
ました（笑）．社内報に載ることで，中
国の人にも声をかけてもらえました．ただ，
中国では，栄誉というより，何をもらった
のかとか，パーティを開かないのかと言
われ，文化の違いを体感しています」

平野 聡伺 Satoshi HIRANO

トヨタ自動車 株式会社
ユニットセンター エンジン設計部
第1基盤技術設計室 主幹

「自動車メーカのオイル担当は縁の
下の力持ちで，家庭でも仕事を分
かってもらえずにいましたが，立派
な楯も頂き，すごい仕事をしたのだ
と理解してもらうことができました．
一緒に開発してきた石油メーカの方
からも，お祝いの言葉を頂き，嬉し
かったです」

渡邊 泉 Izumi WATANABE

トヨタ自動車 株式会社
ユニットセンター エンジン統括部
主査

「会社生活 28 年の間，この類の賞
には全く縁がなく，50 歳を過ぎてか
ら受賞できるとは夢にも思っていませ
んでした．初めて賞をいただき，素
直に大変嬉しい．このエンジンはト
ヨタ自動車九州やヤマハ発動機で生
産していますが，一緒に苦労してき
た工場の仲間からもメールなど頂き，
嬉しかったです」

加藤 勝善 Katsuyoshi KATO

トヨタ自動車 株式会社
ユニットセンター エンジン設計部
第1基盤技術設計室

「現在は正社員ですが，プロジェクトに
入った当初は，派遣社員としてトヨタ自
動車で働いていました．賞にかかわれる
とは思っていませんでしたので，受賞で
き，嬉しく思っています．家族や友人な
どには，エンジン評価の実験と言っても
分からないので仕事の話はあまりしない
のですが，自分がやっている仕事をア
ピールできてよかったです」
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り返し議論しながら評価を進めて来まし
た」．
　そのときに役立ったのが，モータース
ポーツ用エンジン開発の経験であったと，
平野は言う．
「モータースポーツの拠点が東富士研究所
にあり，レース用エンジンは，壊れるか壊
れないかのギリギリ限界で性能を追求して
いるので，異常があればすぐ運転を停止で
きる設備を持っています．加藤は，寮に
泊まり込みながらそこで1ヵ月以上かけて，
試験法を手に入れるまでやり続けた苦労が
あったと思います．
　トヨタのモータースポーツの取り組みが
非常に役立ったことと，このように部門を
越えて取り組めたことが，実現の鍵にも
なっているのです」．
「試験結果の解釈について，加藤とはよく
論争しました」と，藤本は振り返る．「プ
レイグニッションの頻度を計測する試験法
が確立できないうちは，行なっている試験
自体の正当性がどうなのか，本当にオイル
組成の影響を切り分けて評価できているの
か，エンジン試験担当の加藤と毎日のよう
に議論をぶつけ合いました．短い開発期間
の中で試験できる回数も限られており，オ
イルメーカさんも結果を今か今かと待って
いる，そのような状況で，試験のやり直し
をする余裕はありませんでした．加藤と私
がやったことは，事前に仮説を立て評価サ
ンプルの優先順位を付けることと，エンジ
ンへのダメージが小さいものを予測して，
順番を決めることでした」．
　また，山下は「エンジンの開発が進むに
従い，プレイグニッションが起こり難くな
るため，試験での比較は一定の条件でやり
たいわけですが，エンジンが進化すると前
にやった実験結果との比較が難しくなるの
で，そこも苦労の種でした」とも話す．
「そこは，やはり加藤が苦労した点だと思
います」と渡邊．「エンジン試作のフェー
ズが進むと，当然プレイグニッションは起
き難くなります．プレイグニッションを起
こしやすい試作初期のエンジンは，プレイ
グニッションを考慮した強度設計が後期試
作ほど進んでおらず，比較的壊れやすかっ
たので，開発エンジンの進化とオイル評価

を開発プロセスの中で整合させるのは，大
変だったでしょう」．

手の内を明かした
学会発表

　性能マップを見ながら配合を調整する藤
本と，それをエンジンの進化と並行して実
験で確認する加藤の二人で，いい配合がど
こにあるのか突き止めていく作業が続いた．
「実験室レベルで有機化合物の酸化特性や，
熱分解特性を測れる装置があるので，当初
は，それでできないかも検討しましたが，
やはり実機で評価しないと本当のところは
分からないという結論でした」と，平野は
言う．
「評価サンプルを絞り込むためにはまず何
が起きているか仮説を立てる必要がありま
したが，当時は何も分からないゼロからの
スタートでしたので，会社の図書館に引き
篭もって，色んな文献を読み漁るというと
ころから始めました」と藤本．
　山下は，「エンジンオイルを評価するこ
と自体，まだ十分に確立されていなかった
ので，どう評価すればよいかから開発は始
まったといえます」と打ち明ける．
　そしてトヨタは，2012年にプレイグニッ
ションとエンジンオイルの関係を，学会で
論文発表した．
「このとき，他社の方から，『自動車メー
カなのに，実験室レベルでそういう基礎的
な実験をトヨタはやらせてくれるのか』
と，羨ましがられました」と渡邊は振り返
る．藤本も，「それを学会で発表し，公に
してしまうことを驚かれました」と言うの
である．「肝心のエンジンがまだ量産化し
ていない時期に，手の内を明かして見せた
と言ってね（笑）」とは山下．そして山下
は，「今回のオイルは製品化が早かったの
で，情報を公開したあと，他社に先を越さ
れずによかったです」と苦笑する．
　平野は，「トヨタ自動車は，エンジンオ
イルメーカではなく自動車メーカなので，
お客様に，安心，安全，快適にクルマを
使っていただくため，エンジンオイルの技
術情報は早く世に提示し規格化すべきと考
え，他社が驚くタイミングでデータを開示

したのです．エンジンオイルは，人間でい
えば血液で，すごく大事な部分です．トヨ
タには，エンジンとともにオイルを開発し
ていくことがごく自然な取り組みであると
いう歴史があります」と語る．
　エンジンオイルについて，ユーザは必ず
しも純正オイルを継続して使い続けるとは
限らない．オイル交換の際，他銘柄を使う
ことが当たり前に行われている．そこで，
今回開発したプレイグニッションを抑制す
るオイルの配合を規格化して広く世に示し，
同様の性能を備えたエンジンオイルを広く
普及させることも，自動車メーカとして重
要なのである．

開発品を使ってもらうよう
社内関係部署を説得し続けた

　こうして，出来上がったエンジンオイル
は，長時間の耐久試験を行っても，プレイ
グニッション抑制性能が持続することを確
認している．
「この耐久試験がオイルに与える負荷は，
およそ推奨オイル交換距離の2倍に相当し
ます．したがって，通常のオイル交換時期
に対して，十分余裕をもってプレイグニッ
ションを抑制できます．もちろんエンジン
オイルは劣化していきますが，劣化しても
なお，プレイグニッションの抑制効果を維
持する配合をしたということです」と，平
野は品質を語る．
「お客様の印象として，自動車メーカの純
正オイルに対する良さをあまり実感されて
いないかもしれませんが，自信をもって開
発していますし，純正オイルが一番エンジ
ンに合っているのです」と，山下は力説する．
　できあがったプレイグニッションを抑制
するエンジンオイルではあったが，そこか
ら先にまた一つ難関は待ち構えていた．
「工場や販売店も，既存のオイルを貯蔵す
る場所に苦労しているなか，さらに新しい
エンジンオイルを追加で置いてもらうのは
至難の業でした．ですから，当初はあま
り，『いいね』と言ってもらえませんでし
た．相談とか説得というより，社内関係部
署と白熱した議論を戦わせながら，なんと
か必要性を納得してもらい採用してもらっ
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エンジンオイルで異常燃焼抑制に挑む
―トヨタ自動車（株）―

た経緯があります．いまでは，販売店でも
よく使っていただいているとのことで，諦
めずに説得してよかった」と渡邊．平野も，
「ほかがやっていないのに，なぜ？　と言
われました．世界初ですから参考になる前
例がないので，良いと言い切れる自信をつ
けるのに苦労しました．社内でも賛否両論，
色々な意見があり，サービスと技術が一緒
になって一年以上論議を尽くし，やっと市
販にこぎつけたというところです」と話す
のである．
　こうした市場導入の苦労も含め，プレイ
グニッションを抑制するエンジンオイルの
完成をどう感じたのか？
　渡邊は，「私はエンジン屋として，欧米
メーカに比べ後発となったダウンサイジン
グ過給ガソリンエンジンを世に出せたこと
に達成感を感じるとともに，プレイグニッ
ションという世界の自動車メーカが注目し
ている課題に応えるエンジンオイルも出来
上がったことを大変誇りに思っています」
と言う．
　加藤は，「自分がかかわったエンジンオ
イルが世に出たのは初めてだったので，特

別な嬉しさがあります．前例のないことに
挑戦し，議論し，知見を増やし，次へ向か
う楽しさを実感しました」と話す．
　藤本は，「企画段階から市販化まで漕ぎ
着けたという経験は貴重ですし，感無量で
す．今後，自分たちの仕事の成果が市場一
般のエンジンオイル品質向上にも反映され
るだろうということを考えると，世の役に
立つ仕事が出来たという意味で，自動車業
界人としてエンジニアとして大きな喜びで
す」と充実の表情だ．
　山下は，「いま中国に居て，頭で考える
のではなく本当にグローバルに世界各地で
使われるエンジンオイルができたことを実
感しています」と感慨深げである．
　そして平野は，「規格を定める仕事をし
ているので，このエンジンオイルの完成で，
ようやく5合目に来た感じでいます．理屈
で説明してもなかなか認知してもらえませ
んが，現物ができて初めて認知してもらう
ことができ，さらに規格に織り込めて初め
て完成したと言えると思っています．トヨ
タの綱領に，世のため人のためになること
をしなさいというのがあって，規格作りと

は，まさにそういう仕事で，誇りに思って
います」と，締め括った．
　その上で，渡邊と平野は異口同音に，こ
の開発は楽しかったと言う．
「この開発では，異常燃焼ワーキングを毎
週2時間くらい開いたのですが，毎回大盛
況でした．本社はもちろん，東富士研究所
も交え，燃焼の専門家をはじめピストン設
計やピストンリング設計，またオイル消費
の担当や今回の材料開発メンバーなど，あ
らゆる技術者が集まり，意見を自由に交換
し合いました」と渡邊．
「最近のものづくりは，コンピュータで計
算したりシステマチックで流れ作業のよう
になったりしているところがありますが，
この開発では，全く新しい知らないことば
かりなので，実験データなど，自分が知ら
なかったことが現れたりすると自由に発言
し，議論を重ねることができ，理系の仕事
の本来の楽しさがありました．出口の見え
ない辛さはあっても，みな目がイキイキし
ていましたよ」と，平野は開発現場の様子
を懐かしく語るのであった．
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ブレーキ・バイ・ワイヤによる
2Chapter

Development of Electric Servo Brake System

電動サーボブレーキシステムの開発

人間による入力と作動を切り離すバイ・ワイヤは様々な可能性を持つ．
しかしブレーキやハンドルなど，人間が反力として感じながら制御をコントロールする場面では実用化が難しかった．

エネルギー回生向上，運動性能の向上を信じ，困難な開発が始まった．

高性能化を信じて

（株）本田技術研究所
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ブレーキ・バイ・ワイヤによる高性能化を信じて
―（株）本田技術研究所―

電気がなくなったら
止まれないじゃないか

　バイ・ワイヤ技術は，航空機で始まり，
今日ではクルマにもアクセル操作を筆頭に
適用が進んでいる．しかし，タイヤと路面
の接地状況からドライバが運転操作を調整
する操舵や制動は，操作部と可動部が機械
的に切り離されるバイ・ワイヤ導入におい
て，路面からの挙動の感触を伝えにくいこ
とから採用が遅れている．
　そうしたなか,減速時のエネルギー回生
は，地球環境保護の観点から燃費を向上し，
二酸化炭素（CO2）排出量を低減する上で
今や不可欠の要素となっていながら，回生
による減速と，摩擦ブレーキによる減速を
両立させ，しかも違和感なく，エネルギー
の回収を最大にすることは技術的な難しさ
がある．
　今回の開発により完成した，回生を
2km/h まで拡大することのできるバイ・
ワイヤブレーキの電動サーボブレーキシス
テムは，電気自動車やハイブリッド車の燃
費を，数パーセントレベルの水準で改善し
た（図 1）．

「その数パーセントの効果をどう捉えるか
という考え方はいろいろあるかもしれませ
んが，それを超えられる技術として，たと
えばバッテリや電子デバイスなどで達成し
ようとすればコストがだいぶかかるでしょ
う．ですから，そこをソフトウェアで対応
できる電動サーボブレーキを搭載する利点
はあると思います」と語るのは，本田技術
研究所 四輪R&Dセンターで，統合制御開
発室 第1ブロックの主任研究員である波多
野 邦道である．現在は，別の開発に携わ
るが，この電動サーボブレーキの開発では，
最初の構想から基礎研究，そして量産へ至
るまで，10数年間携わった開発責任者だ．
「そもそもの始まりは，2000年にブレーキ
を電動化して，圧倒的に高性能にしようと
いう志から始まりました．当時は，42V化
による高電圧のパワーシステムが時代の先
端を行くのではないかと言われていたころ
で，一部で油圧経路を持たないブレーキシ
ステムに対する不安は出ていましたが，電
動化することによって制御性が高くなるこ
とは，ホンダのシャシコントロールの基礎
になると私は考え，なんとか電動化しよう
と立案したのです」と，波多野は当時の思
いを語る．

　そして，アクチュエータを直接ブレーキ
キャリパに取り付ける試作を行った．とこ
ろが，
「使うモータが大きすぎて，FF車でハン
ドルを切ると干渉してしまったんです．小
型化が必要でした．しかし，クルマを減速
させるのに3〜4tの力を出せなければなら
ず，30kNという推力の応力に耐えられる
減速機が非常に大きくなり，また効率も悪
く，全くよいことがありませんでした．お
まけに，電気がなくなったら止まれない
じゃないかと上司に怒られました」．
　出だしから，大きな壁が立ちはだかった．
「万一に備え，電力を確保するためバッテ
リを2個，3個追加してはどうかと言った
のですが，全く受け付けられません．悩ん
で悩んで，ある日，従来からの油圧ブレー
キのキャリパと，モータ付きキャリパと，
サプライヤさんに作ってもらったキャリパ
とを並べてみたら，どれも同じ制動力を生
み出すシステムなのに，従来の油圧ブレー
キがいかに簡素な機構で性能を実現してい
るのか，逆に，自分は電動化でこんなに複
雑にしてしまっているということに気づか
されたのです．
　実はホンダでは，先輩方がすでにブレー
キ・バイ・ワイヤを研究していました．そ
の研究結果を見ると，キャリパを稼働させ
るところは油圧で行う方式が検討されてお
り，ならばモータはバネ上に配置し，そこ
に液圧シリンダを持って行って，配管を
キャリパにつないではどうかと思ったので
す．それならば，電圧は42Vではなく12V
でできるのではないかとも思いました．計
算してみると，12Vでやったほうが効率も
良いことが分かりました．
　また，ペダル側のマスタシリンダと配管
をつなげておけば，万一の際のフェール
セーフも実現できます．
　発想の原点となった先輩方の構想は研究
段階で止まっていましたが，これを実用化
へつなげようと私は考えました．この方式
であればホンダ独創であり，電動による制
御性も実現し，しかも12Vでやることがで
き，電気がなくなっても止まれる．これだ
と思いましたね．電動化に反対だった上司
も，これならいいと認めてくれました」．図1　電動サーボシステム概要
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モータを任されたのは
新入社員だった

　ここまで来るのに3年が経っていた．た
だし，12Vを使うことで課題も出た．
「電圧を下げながら同じパワーを出そうと
すると減速比が増えるのです．たとえばテ
コの原理でレバー比が大きくなるのと一緒
で，たくさん動かさなくてはならないため，
応答が遅れます．そこで，ここまではDC
モータで考えてきたのですが，DCブラシ
レスモータで弱め磁束制御を採り入れ，応
答速度を上げられるようにしろと，ここを
松下にやらせました」．
　統合制御開発室 第2ブロックの研究員で
ある松下 悟史は，当時４月に入社したて
で，面食らった．
「学生のころに電気の勉強をしていたとは
いえ，その年の12月までに試作車を完成
せよという指示で，困ったなと．手掛かり
を探すため，初めてのモータというような
本から読み返し，文献などを調べ，また諸
先輩に助言してもらいながら，DCモータ
で液圧制御をするところから始めました．
制御ロジックも専門ではありませんでした
が，これも教えてもらいながらSimulinkを
使って制御モデルを作り，机上でシミュ
レーションし，台上試験で動くかどうか確
認しました．台上で現物が動いたときは嬉
しかったですね．まだクルマで動くかどう
かは分かりませんでしたが……．そこから，
一つひとつ積み重ねていきました」．

　波多野は，
「途中で，DCブラシレスに変えていくわ
けですが，このモータは磁束を制御するこ
とで回転中の発電効果を低減できるので，
早く回転でき，応答が良い．電力は消費し
ますが，短い時間なら電気を使って早く応
答し，力を出すときは高い減速比で保持の
エネルギーを少なくし，省エネかつ小型に
する，そういう考えでした（図2，3）．
　それにしても，入社したての松下に，無
茶振りでしたね（笑）．しかし，当時はま
だ数人でやっていた開発で，ようやく人員
を増やせてもらえるという時期で、その人
員が新人だったというだけで，彼にやって
もらうしかなかったのです．
　指示した通り，12月22日にクルマが出
来上がりました．クルマに電動サーボブ
レーキが載ったのは，自分にとっても初め
てのことなのでよく覚えています」と話す
のである．

制動コントロールへの道のりは
始まったばかりだった

　試作車第1号は，どうであったのだろう
か．波多野は振り返る．
「もちろんまだ理想の姿ではなく，これが
ブレーキかと思う代物でした．それでも台
上試験で単品の部品性能は出来上がってお
り，アクチュエータの動きはOKで，原理
は正しいと確認できました．一方で，クル
マのブレーキとしてちゃんと機能させよう
とすると，まったく使い物にならず，そこ

がジレンマでした．ドライバが思い通りに
コントロールできる制動にすることが，こ
こから最大の課題となったのです」．
　波多野は，さらに長い道のりが始まった
ことを悟った．ドライバの足にどういうブ
レーキ感覚を返すのか．バネでブレーキ反
力を実現するのだが，
「いい感触を出すのが難しかったですね．
人が操作しやすくするためには，これほど
いろいろなことをやらなければならないの
かというくらい，細かな作業が続きました．
開発途中の評価会で役員に試乗してもらう
と，『クルマをなんと心得ているのか！』
とえらく怒られ，『そもそもブレーキとは
……』と説教されました．それもブレーキ
担当ではなく，ハイブリッド担当の役員
に」と，波多野は苦笑する．
　基本的にバネを使う手法は変わらないが，
その機構の構築には紆余曲折があった．ド
ライバに反力をもたらすストロークシミュ
レータの開発を任されたのは，統合制御開
発室 第2ブロックの大久保 直人だった．
「先行開発での，感覚の部分で苦労したの
は，踏力が重いと言われ，対策すると今度
は軽すぎてバネの反力みたいと言われてし
まうことでした．構造で4〜5種類，部品
としては，バネの違いや，マスタシリンダ
の樹脂シールの構造と種類，ペダルの動か
し方もいろいろ変えて試しました．また，
感触の作り込みだけでなく，ペダルスト
ロークに対して，どれだけ液圧を出すかと
いった兼ね合いも図っていきました」．
　波多野は大久保の言葉を補足し，

図2　ブレーキ圧を作るタンデムモータシリンダ外観 図3　タンデムモータシリンダの構成
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Slave cylinder

Resolver

Reduction gear

Ball screw
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ブレーキ・バイ・ワイヤによる高性能化を信じて
―（株）本田技術研究所―

「大久保のやったことを分かりやすく言う
と，ブレーキを操作することで，クルマが
減速する様子を人は感じとるので，ペダル
ストロークとバネの反力，それに伴うクル
マの挙動を綿密に合わせていかないと，減
速Gが変わることによって，同じペダルと

バネでも重い軽いという印象が違ってくる
のです（図4）．
　また，回生トルクと，摩擦ブレーキとの
調和を図るすり合わせが並大抵ではありま
せんでした．ブレーキの入力をどれだけ把
握しているかが重要で，レバー比，バネ，

図4　ペダル操作部に設けられたストロークシミュレータ部

波多野 邦道 Kunimichi HATANO

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

「10 数年間褒められたことがなく，初め
て褒められてとっても嬉しいです（笑）．
賞を頂けたというのは，結果が伴ってい
るということですが，我々だけで結果が
手に入ったわけではなく，ハードウェアも，
サプライヤさんも，多くの協力を得てでき
たことなので，一緒に喜んでもらえたの
が何より嬉しいですね．ハイブリッドシス
テムの人たちとも多くかかわってきたの
で一緒に喜んでもらえ，嫌われていなかっ
たんだなと有り難かったです．秘密に関
する仕事が多いので，家族に話すこと
はありませんでしたが，この受賞で自慢
できます」

大久保 直人 Naoto OHKUBO

株式会社本田技術研究所
四輪R&Dセンター
統合制御開発室 第２ブロック 
研究員

「外部からの賞を頂いたのは初めて
なので，素直に嬉しかったですね．
長い間携わってきた開発を評価して
いただけたと．表彰式の会場で，学
生時代にお世話になった先生（神奈
川工科大・狩野先生）も受賞されて
いて偶然お会いでき，いろいろな話
ができました．仕事に関する秘密が
多く，家族に話す機会はありません
でしたが，楯も頂き，父親が何をし
ているのか，家で自慢することがで
きました」

松下 悟史 Satoshi MATSUSHITA

株式会社本田技術研究所
四輪R&Dセンター
統合制御開発室 第2ブロック 研究員

「自動車技術会には，名のある数々の
メーカの方が参加しており，裾野が広い
会の中で賞に選ばれ，素直に嬉しかっ
たです．入社の際，自動車技術会に論
文などを提出する機会は限られるとの思
いがあったので，10 年間まじめに，諦
めずに，世の中のために貢献できればと
やってきたことが，賞につながって本当
によかったです．学生時代，同じ研究
室だった先輩や後輩に，メールで自慢し
ちゃいました（笑）」

岡田 周一 Shuichi OKADA

株式会社本田技術研究所
四輪R&Dセンター
統合制御開発室 第1ブロック

「私はまだ入社 5 年目で，先輩がた
の苦労に比べ，まだ苦労は少ないと
思いますが，自分なりに頑張って賞
が頂けて光栄ですし，嬉しいです．
社内の知らない人からも『凄いね』
と褒められ，自分に対する周りの期
待値が高まりすぎて，少しビビッて
います（笑）．まだ若いので，もう
一度賞を獲れるように頑張りたいと
思います」

西岡 崇 Takashi NISHIOKA

株式会社本田技術研究所
四輪R&Dセンター
ARD 第4ブロック 研究員

「波多野が，苦節 10 年の開発が一段
落したら，大の字になって倒れてやると
言っていましたが，それどころか量産へ
向けた開発作業が忙しくて実現できて
いません．その量産が一息ついたとこ
ろで受賞したので，純粋に喜ぶことがで
き，嬉しかったです．実は開発中に子供
が熱を出し，1 週間ほど休ませてもらっ
たことがあるのですが，そのような忙しい
ときに休んで窓際になったのではないか
と，義理の両親が心配してくれていまし
て，賞を頂け，ちゃんと仕事をしているこ
とを分かってもらえてよかったです」
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マスタシリンダ径など，相当の数を試しま
した」と，説明する．

従来のブレーキの感覚を
思い切って捨てる

　先行開発から，量産車へ搭載するための
開発へ移行していく中で，「量産側の感覚
に対する要求は相当に厳しかったですが，
その言葉は的確で，彼らのノウハウと助言
を得て，量産向けのフィットEV用が形に
なっていきました．この間，ペダルストロー
ク，バネ荷重，液圧出力の相関の調節をか
なりやりました」と，大久保は語るのである．
　感覚の作り込みで決め手となったのは，
実は従来の摩擦ブレーキの感覚に合わせよ
うとしないことだったと，波多野は打ち明
ける．
「理由はうまく説明できないのですが……．
大久保がいろいろ仕様を作り込んでいくな
かで，これならいいのではないかという仕
様が，必ずしも従来積み上げられてきた
データや，感覚の評価と一致しないことが
あったのです．それで，過去の経験を無視
するという開き直りをしたら，思いのほか
良い結果が得られるようになりました．機
構が違うのだから，新たな特性があってい
いというわけです．もちろん，クルマとし
て受け入れられるものでなければなりませ
ん．そのためにかなりの走り込みはしまし
たが」と，波多野は付け加える．
　感覚の作り込みとともに，大久保が期待
する感覚を実現するためのブレーキ液圧
をどう制御するか，ここを担当したのは
ARD 第4ブロックの研究員である西岡 崇
だった．
「0.1とか0.2MPaのちょっとした違いでし
かない液圧を大久保から要求され，そのよ
うなわずかな違いをモータでどう再現する
のか，その制御を担当しました．しかも，
通常の走行だけでなく，ヒルスタートアシ
ストや，ブレーキホールド，アダプティブ・
クルーズ・コントロール（ACC），回生と
摩擦ブレーキの切り替えなど，いろいろな
場面でブレーキ液圧の制御がかかわるため，
それぞれの装置からの要求を調和させるの
に苦労しました（図5）．

　さらに，寒い北海道でも，熱いデスバレー
でも，同じように性能を出さなければなら
なかったり，ディスクブレーキとドラムブ
レーキの違いがあっても，同じ性能を出さ
なければならなかったりもします」．
　そうした西岡の様子を波多野は，
「フィットからレジェンドまで，同じアク

チュエータでできるというのがこの開発の
コンセプトなので，特性の違うクルマに対
しても一元化する苦労が西岡にはあったと
思います」と労う．
　そうした苦労も，フィットEVで量産化
が始まり，その評価が高かったことから他
の車種への採用が広がることで報われて

　ドライバのペダル操作と，実際のブレーキ作動を，信号で結び，操作と機能を直接結び付けないバイ・
ワイヤのブレーキシステムである．電気モータでブレーキを掛けるシステム開発の紆余曲折とともに，ド
ライバのペダル操作とブレーキの作動が別々に行われることによる，違和感のない制動性能を作りこむ
という二つの苦労があった．しかし，それを実現したことで，電気自動車やハイブリッド車での回生効率
を高めることができた．なかでも，従来，モータとエンジンを併用するハイブリッド車で，回生ブレーキと
摩擦ブレーキを併用する違和感や，回生を停車寸前まで実行できる制御が難しかった状況に対し，違
和感の解消や，回生の停車直前までの活用など，大きな利点を獲得した．同時にまた，油圧系統を
残すホンダ独創のシステムとして構築されたことにより，万一電力を喪失した際のフェールセーフも備え
た，安心のブレーキシステムに仕上げられたのであった．

回生効率を上げるブレーキ・バイ・ワイヤ

図5　ブレーキ圧制御のブロック線図
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ブレーキ・バイ・ワイヤによる高性能化を信じて
―（株）本田技術研究所―

いった．
　統合制御開発室第1ブロックの岡田 周一
は，
「西岡さんの作った制御の土台を基に，パ
ラメータの調整を担当しました．はじめの
うちは車種がそれほど多くなかったのです
が，車種が増えるにつて，ブレーキ液圧に
対する減速度のバラツキが大きくなって，こ
のクルマには合うけれども，あのクルマには
合わないといったことが起こりました」．
　この点を波多野は，
「アコードハイブリッドに搭載したあたり
から，従来のハイブリッド車のブレーキよ
り感触がいいという実績を残せるようにな
り，次に要求される内容がより高度になっ
ていきました．
　また，1モータでDCTと組み合わせるハ
イブリッドシステムでは，シフトダウンの
途中で一瞬ニュートラルになるときの減速
を，どう違和感なくするかという課題もあ
りました」と説明する．
「デュアルクラッチの回生協調には本当に
苦労しました」とは，大久保．「ニュート
ラルに入ると回生が途切れるので，摩擦ブ
レーキのほうで違和感が出ないようにする
わけですが，その切り替えのときにブレー
キ液圧を上げ，帳尻を合わせていきます．
スポーツハイブリッドのi-DCDでは，開発
当初からハイブリッドの担当と綿密に打ち
合わせていきました」．

　今日では，1モータ，2モータ，3モータ
それぞれのホンダのハイブリッドシステム
に対応した電動サーボブレーキシステムと
なり，次はいよいよスポーツカーのNSX
に搭載される．

全く新しいシステムが
NSXの性能を高める

　波多野は，
「この開発は，ブレーキを電動化すること
で圧倒的な性能に引き上げる仕組みを手に
入れたことと，開発メンバーが粘り強く解
決に取り組んだ意欲，モチベーションの成
果といえます．電動ブレーキが今なお他社
から出てこないのは，相当に難しい開発に
なるからだと思っているからだろうと思い
ます．その点は幸運だと感じています」そ
して，「市場でお客様からいい評価をいた
だけたのが，もっとも嬉しい点です」と語る．
　大久保は，「今までになかったシステム
を一から起こし，量産へつなげることがで
きたことを素直に喜びたいです．出来上
がって一安心しました」と胸をなでおろす．
それほど困難な開発であったと，大久保の
表情から想像させられる．
　西岡は，「これまで，自分は研究が好き
なタイプで，量産となるといろいろな人間
関係が生まれ，苦手意識がありました．と
ころが，製品が世に出て，不具合もなく，

賞も頂けて嬉しかったので，これからは量
産開発にも力を入れていきたいと思いま
す」と，手放しで喜びを語る．
　松下は，「先行開発段階から10年携わり，
ほとんどのハイブリッド車で採用され，こ
れまでやってきた課題解決の成果が世の中
に貢献でき，素直に嬉しいです．システム
に広がりがあり，また量産につなげること
もでき，これからのシステム開発にも役立
つ経験をしたので，今回の開発を通じて技
術者として成長させてもらったと実感して
います」と，手応えを語る．
　岡田は，「多くの車種へ適合させるため
の要求に応えていくのは大変でしたが，入
社してすぐ携わった仕事で賞をいただくこ
とができ，なかなかない経験をさせてもら
いました．ブレーキ液圧制御のほかに，協
調制御にもかかわり，いろいろな人と関係
を持つことができ，いい勉強になりました．
また，ブレーキの感触のアプリケーション
の改良にも携わり，それが市場でいい評価
を得て，嬉しいです」と，社会人初の仕事
での大きな成果を喜ぶ．
　構想から開発のすべてにかかわり，責任
者としてけん引してきた波多野は，
「研究開発に10年弱，実用化に3年くらい
かかった」と，しみじみ振り返りながら，
最後に，「NSXがどう評価されるかだと思う」
と，高性能スポーツカーにおけるバイ・ワイ
ヤブレーキの評価に期待を寄せるのである．
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自動車メーカが造る
3Chapter

Development of High Differential Pressure Water Electrolyzer for Smart Hydrogen Station

スマート水素ステーションに適用可能な
差圧式高圧水電解システム技術の開発

ホンダは水素エネルギー社会に向けて，
「つかう」だけではなく「つくる」ことで社会と「つながる」ことを目指した．

大規模な水素ステーションではなく，手頃な価格の小型ステーションで数を増やす．
発想は一台のクルマの中に水素ステーションを入れる，フルクローズドサイクルヴィークルだった．

水素供給装置

（株）本田技術研究所
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自動車メーカが造る水素供給装置
―（株）本田技術研究所―

コンセプトは，一台のクルマの中に
水素ステーションを入れる

　クルマ社会の未来に向けて，本田技研工
業（ホンダ）は，水素をエネルギーとし，
CO2や排出ガスを一切出さない「燃料電池
自動車（FCV）」の実用化に取り組んでき
た．化石燃料に依存しない社会の実現をめ
ざすなか，水素で発電して走るFCVへの
注目が次第に高まり，日本では，水素イン
フラ整備に向けた政府・産業界による取り
組みも活発化している．ホンダは，「つく
る・つかう・つながる」のコンセプトのも
と，水素エネルギーの活用のあり方を現在
提案しており，そのうちの「つくる」取り
組みとして，独自の高圧水電解システムを
用いた「スマート水素ステーション」を開
発し，2014年9月にさいたま市東部環境セ
ンターに設置，同年12月には北九州市エ
コタウンセンターに設置を済ませている．
　この開発に当初からかかわってきた本田
技術研究所 四輪R＆Dセンターの第5技術
開発室第5ブロックの主任研究員である岡
部 昌規はこう語る．
「ホンダは，’80年代後半から燃料電池の
研究を始め，その際に，水素を作る／貯め
る／使うをコンセプトに基礎研究を開始し

ました．これが昨年2014年にホンダが発表
した，きたる水素社会へ向けてCO2ゼロ社
会の早期実現を目指す『つくる』『つかう』
『つながる』というコンセプトに至ってい
ます．水素社会を実現するには，クルマの
研究だけではないというのが当初からの考
え方でした」．
　同時にまた，今回の差圧式高圧水電解シ
ステムの開発においては，ホンダらしい夢
も技術者たちにはあった．岡部の下で，ア
シスタントプロジェクトリーダーとして
開発を推進してきた第5技術開発室第5ブ
ロックの主任研究員である中沢 孝治は，
「そもそものコンセプトは，一台のクルマ
の中に水素ステーションを入れちゃう，フ
ルクローズドサイクルヴィークルの発想で，
太陽光発電の電力で水素を作って貯め，水
を補給すれば走り続けるクルマという構想
でした」と打ち明ける．
　しかしこれを実現するためには，クルマ
の屋根に取り付けた太陽光発電の効率が理
論値以上に向上しないと便利に使えないと
いうことから，クルマから水素製造部分を
独立させて太陽光発電と組み合わせた水素
ステーションのための技術開発が生まれた
のであった．
　そして岡部は言う．
「ホンダは，お客様に商品を届けるメーカ

なので，大規模な水素ステーションのよう
な大型プラントの考えはなく，数を作って
手ごろな価格でたくさんの水素を普及させ，
燃料電池車を一日も早くお客様の手元に届
けられるようにする．そのための，分散型
水素供給の考え方からこの開発は生まれて
います」（図1）．
　そしてホンダは，2001年から米国ロサン
ゼルスで太陽光発電によって得た電力で水
を電気分解し，水素を製造する実証実験を
重ねてきた．

膜が圧力に耐えられないだろう
でもやってみないと分からない

「開発の始まりは，常圧の水電解と機械式
コンプレッサによる昇圧を組み合わせた方
式でした．しかしこれでは，小型化した場
合に効率が上がらない欠点がありました．
この欠点を解決するための考え方として高
圧水電解が適しています．当時からすでに，
高圧水電解の考え方は概念として世にあり
ました．しかし差圧式高圧水電解は，圧力
差が生じるので，薄い樹脂製の膜では圧力
を保持できないだろうと一般的に思われて
きました．つまり，できないだろうという
のが，常識的な見解でした．
　とはいえ，ホンダには，やってみないと

水素発生時の圧力を生かした差圧式高圧水電解

　自動車メーカでありながら，FCV（燃料電池車）への水素
供給装置を開発したのがこの技術である．水を電気分解して
水素と酸素を手に入れるため，電解質膜として約 100 ミクロ
ン前後の薄い樹脂膜を用いるが，これに耐圧性を持たせるこ
とで，機械式コンプレッサを使うことなく35MPa（約 350 気
圧）という高圧水素を製造する装置を開発した．電解質膜を
使い水の電気分解をすることは，常圧式でも高圧式でも同様
で，高圧式の場合は水素発生するセルに耐圧性を持たせ水素
をそのままセルに発生させ続けることで水素が高圧になってい
く．その際，大気圧の循環水と発生した水素との間で 350
気圧という差圧が生じ，これを薄い樹脂膜で耐えなければなら
ない．この実現のため，樹脂膜が破れない支持構造でありな
がら，電気分解のための水の供給を十分に行える水路の両立
を図るところに開発の鍵はあった．差圧式高圧水電解システ
ムの完成により，昇圧と除湿にかかわるエネルギー損失を従
来の常圧式水電解システムの 1/4 にまで削減している．

PEM
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-H2

Anode catalyst
Current collector Cathode separator

O2, H2O

H2O

Cathode catalyst

Current collectorAnode separator
O-ring
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分からないという考え方が企業文化として
残っており，これまで実証を積み重ねてき
た常圧水電解の部品を使い，耐圧容器を
作って，電解室膜の耐圧試験を試してみた
のです．それをやったのが中沢でした」．
「ロサンゼルスで試験をしてみて，限られ
た太陽光エネルギーから水を電気分解し水
素を作る上で，常圧水電解とコンプレッサ
の組み合わせはあまりに効率が悪いのが分
かりました．効率が悪い原因は，コンプレッ
サの稼働に電力が使われてしまうことで，
これによって約1/4のエネルギーを消費し
ていました．なんとかして，コンプレッサ
無しで高圧水素を作れるようにしたい．
　一方で，そのコンプレッサは市販品を
使っていたため，開発チーム内に耐圧の知
見がありませんでした．機械便覧など資料
を参考に高圧容器を設計し，電解質膜は常
圧水電解で使っていた固体高分子膜をその
まま使って試験をしてみました．
　すると，初めて作った装置で10MPa（約
100気圧）以上まで耐えたのです．これは，
岡部の想像を10倍以上も上回る結果でし

た」と，中沢は振り返る．
　そのときのことを岡部は，
「常識的な発想として，厚さがわずか100
ミクロン前後の樹脂製の膜が，圧力に耐え
られるとしてもせいぜい10気圧程度だろ
うと思うじゃないですか．まさか100気圧
にも耐えるとは思わない．それが大丈夫だ
と中沢が言ってきたのです．最初は計算間
違いだろうと疑いましたが，計算し直して

みても間違いはないと言う．これは，この
先をちゃんと考えていかないといけないと
思いました」と話す．
　ごく薄い樹脂膜が，なぜそれほど高い気
圧に耐えられたのか？
「樹脂の膜に圧が掛かれば，そのまま伸び
ていってやがて破れると普通は考えます．
私もそれを想像したのですが，実際は，樹
脂膜を保持している構造によって伸びが抑

図1　10フィートコンテナサイズで仕立てられたスマート水素ステーション
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えられ，圧が上がっても破れなかったので
す．最初の試験の際に壊れた部分は，膜と
一緒に圧縮を受けた膜の下の構造部が変形
し，その結果，膜も破れたという状況でし
た．ならば，構造部をより丈夫にしていけ
ば，さらに高い圧力の保持を実現できるの
ではないかということになったのです」と
岡部は答える．
　その一方で，中沢は岡部の驚きとは別に，
ある種落胆していたと言う．
「自分が目指していたのは，70MPaとか
100MPaといった高圧でしたから，なんだ
その1/4とか1/5でしかないのかと思った
のです．残念ではありましたが，そこで諦
めるのではなく，課題が明確になったこと
によって，そこからの開発はある意味で早
かったと言えます．
　まず『やってみようぜ』から始まり，そ
こから，PDCA（プラン・ドゥ・チェック・
アクション）をいかに高速で回していくか，
そしていかにより良いものへ近づけていく
かという動きとなって，今日につながって
います」．

構造部の強度アップと
水の流れの両立はできるのか

　では，その目標とする高圧化へ，どのよ
うな開発が行われたのか．
「高圧化への鍵を握るのは，電解質膜を保
持する構造部の強度アップでした．構造部，
すなわち水を供給する流路は2点で支持さ
れているのですが，その取り付けピッチを
狭めれば丈夫になります．ところが，ピッ
チが狭まると，電気分解をするための水の
供給路が狭くなり，十分な水の供給ができ
なくなります．また，給電体（電解質膜を
支えながら給電する多孔質部材）自身の強
度も同様で，強度を増せば水が触媒まで供
給されにくくなります．耐圧性と給水・排
水経路の確保という背反する性能をいかに
両立させるか．この研究を，ちょうど入社
してきた針生に任せました」と中沢．
　大学では，化学工学を専攻し超臨界流
体を用いた研究をしてきた，第5技術開発
室第5ブロックの研究員である針生 栄次は，

環境技術に取り組みたいと燃料電池の開発
を希望して入社した．だが，配属はこの差
圧式高圧水電解システムの開発であった．
「どれほど難しい開発であるのか，大学の
専攻が化学なので，図面を描いたこともな
い私には当初それほど実感はありませんで
した．ところが実際に取り掛かると，膜を
破れなくするにはどうしたらいいのか，開
発の難しさに直面しました．高圧窒素を用
いた耐圧試験でいろいろな条件で実験して
も，毎日のように膜が破れ，埒

らち

があきませ
ん．そこで破れないように構造の強度を増
すことと，水を流すための流路と給電体の
空孔を大きくとることとを両立するうえで，
その関係性を数値化できないかと考えたの
です．悩んだ末に，膜を支えている孔と孔
の深さとに関係性が生まれるのではないか
と思いつきました．
　孔がたとえ大きくても，浅ければ膜はそ
れほど伸びず破れません．一方，孔が小さ
くても，深ければ膜が破れます．この関係
を整理することによって，孔の径と，膜が
破れるか破れないかの関係性を見いだせる

岡部 昌規 Masanori OKABE

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5ブロック
主任研究員

「この開発に最初からかかわってきて，
社内でやっと認知もされるようになっ
たところで，自動車技術会という社
外の賞を頂けてよかった，社外から
の評価に感慨深いものがあります」

中沢 孝治 Koji NAKAZAWA

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5ブロック
主任研究員

「普段，妻と仕事の話はしても分か
らないのでしませんが，楯を家へ
持って帰り，また妻の実家からも受
賞の話が出て，喜んでくれているの
が伝わり嬉しかったです」

針生 栄次 Eiji HARYU

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5ブロック 研究員

「入社するまで図面を描いたこともな
く，大学では化学を専攻してきた自分が，
機械分野である自動車技術会の賞を頂
戴し，自分なりによく頑張ったなと思って
います．家族や親にも仕事の成果を見
せることができ，また妻は，自動車業界
の他社の技術者でもありますので，表
彰式には来てもらい，写真を撮ってもら
うこともでき記念になりました」
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のではないか．この相関を絵にして，岡部
に見てもらいました」．
「100ミクロン，200ミクロン，300ミクロ
ン…といった幾つもの孔と，それぞれに深
さの違う治具を作り，そこに膜を載せて圧
を掛けます．膜の伸び率と水の経路の広さ
の関係がこの実験を通じて明らかになり，
中沢がはじめに試した10MPa以上まで膜
が破れずに済んだ現象と，それをどう活か
してゆけばモノとして成立させることがで
きるのかという原理が整理でき，中沢が試
した高圧に耐え得るということが，偶然だ
とか，一度だけの成功例ではないというこ
とを実証することができたのです」と，岡
部は，技術として前進するきっかけを解説
する．そして中沢は，
「鍵となる膜の耐圧性向上にかかわる開発
が一つ確立することで，次はセパレータの
関係性も分かってくるようになり，全体を

押さえるエンドプレートの諸元も見えてき
ます．差圧式高圧水電解スタック内の各部
品のハード設計が進展しました（図2）．
　同時に，電流はどれくらい流すと効率が
いいのか，水の流し方はどれくらいだと効
率がいいのかという，ソフト面での開発も
進みだしました」．
　こうして，35MPaの差圧式高圧水電解
システムの装置ができあがると，付随して
いろいろな良い結果ももたらされた．
　たとえば，FCVに供給する水素は，不
純物の濃度が5ppmという純度の高さが要
求されるが，差圧式高圧水電解システムを
使うことにより，不純物となる水や酸素が
極めて少ない水素を製造することができる
ことになる．
　針生は，
「ISO（国際標準規格）で，水素内の水分
が5ppmでなければならないとされていま

す．常圧では，水素に含まれる飽和水蒸気
量が多く数万ppmあり，これを除湿しなけ
ればなりませんが，35MPaの高圧になる
と3桁小さい100ppmほどとなり，そこか
ら5ppmまで除湿するための除湿器の消費
エネルギーは，ロサンゼルスで当初開発し
た常圧水電解に比べ非常に小さくなる．昇
圧コンプレッサの削除と除湿器エネルギー
の低減の両方で，消費電力を，1/4まで削
減することができたのです」と説明する（図3）．
　またホンダは，水分同様に不純物とされ
る酸素の濃度を1ppm以下に実現し，後処
理なしでの水素品質要求を満たしている．

風雨にさらされた実証実験
社会の中での姿が見えてきた

　この差圧式高圧水電解システムは，10
フィートコンテナと呼ばれる，間口約3m，
奥行きと高さが約2.3mの内航船用のコン
テナサイズに収まるようまとめられている．
それでも岡部は，
「自動車メーカのホンダとしては，もっと
小型にしないと許されないんじゃないです
か．中を見てもらえば，スカスカに隙間が
空いています（笑）．しかしいまは，一日
でも早く水素の供給があらゆる場所ででき
るようになり，どの地域でもFCVを使っ
て戴ける状況になることを優先して，自治
体モデルとして10フィートコンテナに収
め，地方自治体と協力して実証実験を重ね
ているところです」と述べる．
　実証実験の成果は，どのような手応えで
あるのだろう．中沢は，
「開発では，実験室内での稼働となるので，
雨風や温度変化の少ない安定した環境で運
用できます．しかしいったん外に出ると，
台風にさらされ，横殴りの雨の中に置かれ
る状態になったりするので，当初は雨が中
に入って止まるといったことも経験しまし
た．実証実験することにより，四季を通じ
て暑さ寒さなどにも対応できる知見を得る
ことができました．
　ほかに，県庁の方など一般の方々にも，
使用上の教育を受けていただくことで操作
していただきますから，操作パネルが分か
りやすいとか，操作しやすくとか，保守管
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図3　飽和水分濃度は常圧水電解と比較し1/10以下になった
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理はどうすればいいかなど，製品としての
利便性向上のための知見も手に入ります．
　技術の開発にとどまらず，世の中へ出し
ていくためにはどうあるべきかという姿が，
想像できるようになりました」と手応えを
語る．
　また，ホンダが描く水素社会という広い
取り組みとして，差圧式高圧水電解システ
ムを使ったSHS（スマート水素ステーショ
ン）が，ほかの取り組みとどう調和してい
けるのかという，社内での関係性の構築も
これから必要になってくると岡部は言う．
　こうして，連続運転時間で1万時間以
上（1年は8760時間），オン・オフ試験で
1000サイクルの耐久安定性を確保した，差
圧式高圧水電解システムが完成した．
　改めて岡部は，「いまこの3人で開発して
きた過去を振り返ると，よくここまで来た
という達成感が非常に大きいですね．開発
を始めた当初は当然社内での認知度もなく，
部門内でもどうなるのかという疑問符のつ

く見方がありました．しかし今日では，社
内の協力者も増え，外のお客様にも使って
戴ける実証実験ができるまでになりました．
そのように，生み出すことは叶いましたが，
これからは，世に出す商品として育ててい
くという背負ったものの大きさを，ヒシヒ
シと感じているところです」と話す．しか
しそれはすなわち，研究開発が製品となり
世に出ていく段階にまで達したことを意味
していると言えるだろう．
　中沢は，「当初は数人で始めた研究開発
が，いいタイミングでSHS（スマート・ハ
イドロジェン・ステーション）として営業
活動が始まりつつあり，社内での認知度も
上がって嬉しい気持ちでいます．和光研究
所での基礎研究から始まり，四輪R＆Dセ
ンターの栃木研究所へ移って，そこで唯一
タイヤのない技術開発をやらせてもらいな
がら，よくここまで来ることができたと有
り難く思っています．開発はまだ途中段階
で，FCVは70MPaのタンクを搭載してい

ますから，そこを目標に目指していきたい
と思っています」と語る．
　針生は，「いま，感慨深いものがあります．
小さなセルを用いた実験で，圧を高められ
るのか，その高圧に耐えられるのかという
要素研究から始まって，一つの形となって
装置が出来上がりました．私は入社以来，
この開発のみに携わり，車両開発などの製
品化を経験していません．いつかは，商品
としてお客様に使って戴けるようにしたい
という目標があります．そこへ行けたとき，
いま覚える感慨が，達成感になるのだと思
います．そこに辿りつきたいですね」と，
商品としての完成へ思いを語った．
　現在，さいたま市や北九州市での実証実
験が続けられている．水と電気さえあれば，
どこでも水素を生み出せ，しかもそのため
のエネルギー消費が極めて少ない，他に例
を見ない水素製造装置の完成は，次の一歩
へ力強く踏み出そうとしている．
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安全技術は
4Chapter

The Development of Small and Light Module which is Switchable High and Low Beam with Single LED for Headlamp

ヘッドランプのハイビームとロービームを
一つのLEDで切り替える小型・軽量ユニットの開発

青色発光ダイオードの開発で様々な色を出現できるようになったLEDは自動車用ランプにも採用が拡大している．
より小型軽量化できれば，軽自動車のような小さな車にも使いやすくなる．

高機能を標準化すれば，光における安全性が広まることになる．
小糸製作所はその信念の下，明るさを1.6倍に高めたLEDで，ハイ／ローを一つにしたヘッドライトを開発した．

広く使われなければならない

（株）小糸製作所
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―（株）小糸製作所―

The Development of Small and Light Module which is Switchable High and Low Beam with Single LED for Headlamp

1個のLEDでハイ／ローを切り替えられる
標準化モジュール

　LED（Light Emitting Diode） は， 電 流
を加えると発光する半導体である．青色発
光ダイオードが発明され，蛍光体と組合せ
て白色の光を出せるようになって，長寿命，
かつ省電力の性質から，照明用として普及
するようになった．自動車用では，2007年
に小糸製作所が世界で初めてヘッドランプ
の量産を開始している．当初は高価で，高
級車への搭載から始まったが，今日では新
車の半数近くが採用するに至っている．
　‘07年当時は5個のLEDでロービームの
み成立させていたが，’13年には1個でロー
ビームを実現するようになり，軽自動車に
まで採用例を拡大している．そして今回開
発されたLEDヘッドランプは，1個のLED
でハイ／ローを切り替えることのできるバ
イ・ファンクションプロジェクタとなった．
しかも軽自動車から中型車まで搭載可能な
小型LEDモジュールとし，標準化を念頭
に開発が進められた．
　すでに，軽自動車にまで採用を広げてい
たLEDヘッドランプに，なぜいま改めて
標準化という開発が必要であったのか？
　株式会社小糸製作所の技術本部 製品開
発部技師補である山道 龍彦は，次のよう
に説明する．
「かつて，同じクルマの中でもハロゲンと
ディスチャージというグレード分けが行わ
れたように，LEDヘッドランプにもロー
グレードとハイグレードが生まれていま
す．ハイグレードになると，クルマの意
匠に合わせたり，ADB（Adaptive Driving 
Beam：ハイビーム可変ヘッドランプ）の
ような高機能を持たせたりできるのですが，
これらを標準化していくことができれば，
さらにLEDの採用を広げていけると考え
たのです」．
　そして，同じく技術本部 製品開発部技
師補の松本 昭則が付け加えて言う．
「弊社の副社長も『安全技術は広く使われ
なければならない』と言っています」．

1.6倍の明るさと
小型化の両立

　今回の開発では，ハイ／ローの両ビーム
に使える明るさを獲得することと，様々な
車種に搭載可能な小型化が不可欠であった．
　まず1個のLEDで，ハイ／ロー両ビーム
を賄える明るさについて，研究所研究員で
ある前田 真平は，
「従来のロービーム用LEDの明るさは，
1400ルーメンでした．これを，2250ルーメ
ンまで，1.6倍も高めることは，正直な気
持ちとして無理だなと思うほど困難な目標
値でした．しかし，すでに搭載予定の車種
も決まっており，したがって完成時期が定
められていたので，LEDメーカへは私自
身も無茶だと自覚しながら，高い性能を要

求させていただいたというのが実際です」
（図1）と振り返る．そして，
「LEDメーカさんのノウハウにかかわる
ことですが，要は，流した電流を熱に変え
ず，どうやって光に変えられるかという，
半導体チップの効率向上が鍵を握ります．
そこは，材料と，半導体の構造ですね．
　それから，光の白さに関しては，LED
チップと蛍光体の組合せがかかわります．
色温度が高いほうが青白い光となり，見や
すくなるため，自動車メーカさんも好ま
れます」と言い，さらに，「明るくするた
めには，LED本体のほかに，前の世代の
LEDランプに比べ電流を高めることもし
ています．しかし電流を高くすると発熱も
増えるので，配光の設計者と議論を重ねな
がら作り上げていきました」と付け加える．
　配光にまつわる光学系の開発を担当した

　点灯速度が速い／発光色が白く視認性に優れる／光源寿命が長い／消費電力が少ないなど，
LED の特徴を活かしたヘッドランプは，小糸製作所によって2007年に世界初の量産市販が
実現した．それから7年近くが経つ間に，当初は 5 個の LEDでロービームのみでの実現であっ
たのが，1個でロービームを成立させることができるようになり，そこからさらに，1個の LED
でハイ／ローの両方を成立させたのが，今回の技術である．また小型・軽量化により，標準ユ
ニットとして成立させることにより，軽自動車から上級車種まで幅広い利用が可能になった．実
現するには，LED自体の明るさを従来の1.6 倍にし，それでいながらLEDのサイズは小さく，
また，より高い電流を使うことによる熱対策で強制冷却ファンの採用，小型化を成立させるた
めのソレノイドの新設計など，数々の技術進化が求められた．今後，多数の車種に，このLEDヘッ
ドランプユニットの採用が予定されている．

LEDをより多くの車種に
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松本は，
「これまでのディスチャージヘッドランプ
に代わるヘッドランプとして，同等の性能
が得られるように，光源にどれだけの性能
をLEDに求めるのか，そこを詰めていき
ました．
　ヘッドランプユニットを小型化するには，
LEDの輝度がより高いほうがいい．しか
し，輝度を高めるにはLED自体の発光面
積がかかわってくるので，ユニットの小型
化において光源サイズを大きくはしたくな
いわけです．LEDの，0.1mm，0.2mmといっ
たサイズの違いで性能の有利不利が変わる
ので，2000ルーメンを超えない範囲でどこ
までLEDを小さくできるかを議論しまし
た（図2）．
　LEDをいかに小さくできるかに，前田
が苦労しているのは十分承知していまし
た．とはいえ，実際に物が出来上がるまで
は，不安で仕方がなかったですね．第一試

作がようやく出来上がり，シミュレーショ
ンと比較してみて，おおむね明るさの性能
が出ているのを確認してから，かなり安心
することができました．配光の開発者とし
ては，夜間に安全に走行してもらえる性能
が出せるかという責任を常に意識していま
すので」と，松本はそこでようやく胸をな
でおろしたという（図3〈a〉，〈b〉）．

部品配置の
場所の取り合い

　前田は，しかし，「第一試作とはいっても，
その前に何度もやり直しをして，ようやく
松本に渡せるものが作れたというのが実際
です」と，綱渡りの開発の様子を打ち明け
るのである．
　標準化のための小型化において，各担当
者の間では，各々の部品を設置する場所の
取り合いになったと，山道は振り返る．

「お互いに『なんとかならないか』と，毎
日のように場所の取り合いでした」．
　その一つに回路設計がある．研究所技師
補である難波 高範は，
「開発当初，LEDの光源は複数ありました
から，将来は各々のLEDを個別に点消灯
する必要があると考え，回路も複数になる
と想定していました．したがって，LED1
個に回路も1個という一対のセットで開発
してきました．しかし今回は，電流がこ
れまでの約1.4倍に増えるため，発熱が増
え，より大きな回路にしなければなりませ
ん．従来，基板にはセラミックスを使って
きましたが，コストが上がるので樹脂へ変
更しました．駆動周波数を高くすることで，
セラミックス基板を小さくすることも考え
たのですが，コスト重視で基板を樹脂とし，
寸法が大きくなるのはやむをえないという
結論です．ただ，従来のセラミックスの小
さな基板をみんな見慣れているので，当然

図3〈a〉　従来品（右）と開発品の外観比較 図3〈b〉　ハイ／ロー二つのプロジェクターとの比較
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図1　高光束 LEDの歴史

取り組み―1
LED1個でハイビーム・ロービームを
実現する光学系の開発

シェード

配光の切替機構

ソレノイド

レンズ

リフレクタ

高光束LED

点灯制御回路

ヒートシンク

冷却ファン

ハイビーム・ロービームの切替えは，
LED光の一部を遮光するシェードを，
移動することで行う（ソレノイド駆動）。

取り組み―2
LEDユニットの小型化
点灯制御回路の一体化

図2　開発品の構成

〈従来品（ロービーム1灯式）〉
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【問題点】小型車や軽自動車の容積の小さな
　　　　ヘッドランプへの搭載が困難 【開発コンセプト】

　・LED1個で，ハイビームとロービームを実現
　・LEDユニットへの点灯制御回路の一体化
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（LED1灯式バイ・ファンクションプロジェクタ）
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もっと小さく収まるのだろうという先入観
はあったみたいですね」．
　回路の大きさについて，山道が補足して
言う．
「実は，この回路は当初，前の世代の1個
のLEDでロービームを実現するために開
発を進めていました．ランプユニットと回
路を一体化できないかということを目指し
ていましたが，途中からハイ／ロービーム
を1個のLEDでやるという，より高い目標
を立てることになり，代わりに回路がやや
大きくなることは合意したという背景もあ
りました．そしてこの回路を実現するため，
ほかの担当が身を削って場所を譲ることに
なったのです（笑）」．

冷却ファンの新設で
小型化が可能になった逆転の発想

　次は，熱対策である．このLEDヘッド
ランプでは，初めてヒートシンクに冷却
ファンを採り入れた．使う電流値が上が
り，しかも小型化したことで熱に厳しくな

るのは当然だが，その冷却にファンを追加
するというのは，かえって部品点数も増や
し，またファンの不具合という耐久信頼性
にも難をもたらすのではないのか？　そこ
を，山道に聞く．
「たしかに機械部品が増える懸念はありま
した．しかし，従来のヒートシンクは強制
冷却を用いないため，大きく，また重くも
あったのです．大きいことによって，ラン
プデザインに制約もありました．ヒートシ
ンクを，搭載車種毎に専用設計することに
なっていたのです．そこで，強制冷却のファ
ンを採用することで，標準化を進める小型
化を実現し，より魅力ある商品とすること
が，小糸の強みにもなっていくだろうと決
断しました」（図4）．
　そして，冷却用ファンの選定が始まった．
また，ヒートシンク下にどう取り付けるか
の検討にも入った．
「ランプユニットを小型化するため，ヒー
トシンクに後付するのではなく，ヒートシ
ンクへ埋め込む方式にしました．しかし，
LEDを取り付けた下側の，熱がもっとも

溜まりやすい部分に風がうまく通らず，吹
き溜まりになってしまうため，両側と後ろ
へ風を逃がす穴を設けました．また，ファ
ン自体も，ヒートシンクから飛び出させな
いために，フレームの剛性が許すまで削っ

松本 昭則 Akinori MATSUMOTO

株式会社小糸製作所
技術本部　製品開発部　技師補

「受賞は初めてで，驚いているところ
もあります．光学は，ヘッドランプの
裏方的な存在だと思っていましたが，
表彰式に出席したりインタビューを受
けたりするなど，やってきたことがこ
うして認められたのが嬉しいです．光
学は一般的に分かりにくい面がある
ので，もっと分かりやすくしていかな
いといけないと思っています．そして，
また受賞できるような開発をしていき
たいです」

望月 一磨 Kazuma MOCHIZUKI

株式会社小糸製作所
技術本部　製品開発部　担当員

「賞を獲るのは，パイオニア的な開発
ばかりだと思っていましたが，普及す
る部品で受賞できたことが嬉しいで
す．普及させることは，それはそれで
難しさもあり，バランスの取れたモノ
作りが評価されたことが嬉しいです」

山道 龍彦 Tatsuhiko YAMAMICHI

株式会社小糸製作所
技術本部　製品開発部　技師補

「受賞したことが嬉しかったのと同
時に，世の中で認められる開発の嬉
しさがあり，そのために仕事をして
いるところがあります．サプライヤ
として提案できる商品開発を，これ
からもやっていきたいです」

難波 高範 Takanori NAMBA

株式会社小糸製作所
研究所　技師補

「今回は ICの開発にも携わりました
が，IC 開発は初めてで，研究所で
仕様を詰めていくところから電子技
術部の人にも入ってもらい，やって
きたので，一緒に開発にかかわった
人たちに感謝したいです」

前田 真平 Shinpei MAEDA

株式会社小糸製作所
研究所　研究員

「LED ヘッドランプの初代からかか
わってきて，賞で認められたことを嬉
しく思っています．最初に，社内で
受賞を聞いたときは，この賞の予備
知識が無くピンと来ていませんでした
が，表彰式への出席や，インタビュー
を受けることで，あまりの事の重大
さに気づいたところです（笑）．一緒
にかかわった多くの人に感謝していま
す．そして，次の開発につなげていき
たいです」



Chapter

24

4
たりもしました．ファンの機械的な耐久性
に関しては，回転するファンの軸受けが厳
しいので，そこの潤滑を含め，数あるファ
ン・材料の中から絞り込み，専用ファンと
して落ち着きました」．

おもちゃまで観察した
シェードの構造

　そしてもう一つ，ハイ／ロービームを切
り替える，ソレノイドの開発である．技術
本部・製品開発部の担当員である望月 一
磨は，次のように経緯を語る．
「一つの光源でハイ／ロービームを切り替
えることは，LEDでなくても，従来のハ
ロゲンやディスチャージでやってきたこと
ですから，従来のソレノイドをそのまま使
えるだろうと当初は思えました．ところが，
このランプユニットでは，従来ソレノイド
を配置していたところに，回路，ヒートシ
ンク，ファンがあるため，スペース効率の
よい別の置き場所を探すとともに，ハイと
ローを切り替えるシェードの作動方法も新
たに考え直さなければなりませんでした．
　シェードを寝かせたり立てたりするため
の，ソレノイドにつながるリンクをどう構
築するか．過去の製品や，それこそ子供が
遊んでいるおもちゃなどまで，動きを持つ
ものをいろいろ調べましたが，なかなかい
い案が浮かびません．そこで，ディスチャー
ジランプが出始めたころ——ちょうど私が
入社した当時ですが，そのときに切り替え
を検討されていた先輩にも話を聞きに行っ
て，ヒントを得ることができました．それ
が，作動の向きを90度切り替える直交式
です（図5）．
　新たに部品を起こすわけですが，コスト
を上げるわけにはいかず，安い部品でどう
成立させるかが，難しかったですね」．
　こうして各担当の一致協力により出来上
がったLEDヘッドランプは，サイズの比
較で従来に比べ70％減，質量で同じく60％
減となる，世界最小で最軽量のユニットと
して完成した．そして，2014年11月のト
ヨタ・プリウスαに納入されたのを皮切り
に，小型・標準化の目標を達成したことで，
軽自動車から上級4ドアセダンに至るまで，

すでに多くの車種へ採用が予定されている．
　完成したLEDヘッドランプを前に，前
田は，
「無理だと当初思った開発が，時間をかけ
てやっと製品として出来上がり，ほっとし
ているというのが素直な気持ちですし，も

ちろん嬉しかったです．また，入社から
ずっとLED開発にかかわってきています
が，今回は，研究所から異動して量産まで
継続して続けられたので，やり遂げた嬉し
さがあります．量産開発を経験することで，
その部署や人脈を学ぶことができ，今は再

図4　ヒートシンクと冷却ファンによる小型化

図5　ハイとローを切り替えるシェードのリンク機構

リフレクタ

LED
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点灯制御回路 冷却ファン
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び研究所の所属ですが，今後の開発に役立
つと考えています」と，感想を述べる．
　松本は，「私は，ずっと量産にかかわっ
ていますが，それでもこれだけ多くのクル
マに採用される標準のヘッドランプユニッ
トを受け持ったのは初めてで，配光品質の
信頼性や，カーメーカからの評価など，数々
の苦労を体験しました．たとえば，信頼性
を確保するため，部品メーカさんを巡って
品質を作り上げることもして，お付き合い

いただいた部品メーカさんには感謝してい
ます．実際，路上でこのLEDヘッドラン
プを搭載するクルマが目に触れる機会も多
く，会社の業績に貢献できたのではないか
と思うと同時に，このクルマもあのクルマ
も自分の仕事だよと，子供に言えてよかっ
たです」と，笑顔を見せる．
　難波は，「回路だけでなく，ICの開発に
もかかわり，この間，仕様変更や方向転換
が何度もあって，その度に大きく変更が生

じたので無駄も出ましたが，製品となって
世に出て，このプロジェクトにかかわれて
よかったと思っています．次は，LEDと
回路の一体構造に取り組みたいですね，今
回果たせなかったので」と，次への意欲を
語る．
　山道は，「強制冷却ファンの開発ととも
に，ユニットの小型化のまとめ役にもなっ
ていましたが，’07年からLEDヘッドラン
プの開発を続けてきて，まともに褒められ
たのは今回が初めてでした．社内のランプ
設計にも助かると言われ，役員からもよく
やったと言われ，手放しで褒められたのは
本当に初めてです．ランプのサプライヤと
して，どこにでも使って戴ける標準ユニッ
トを完成できたのが，よかった」と，笑顔
があふれる．
　望月は，「ADBの開発にもかかわってき
ましたが，そうした技術の最先端とは違っ
た，広く使われるランプの技術で，出来上
がる前から多くのクルマに採用が決まって
いき，受け入れられたことにほっと安心し
ました」と，安堵の表情を浮かべた．
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凹面形状のシートが造れたとき，
5Chapter

Development of High Fitness Seat by Foam-in-place Method

表皮一体発泡工法の特徴を生かした
高フィット感シートの開発

シートはドライバ，パッセンジャが常に体を預ける重要部品である．
しかしその製造工法では，人間の体に沿った形を造り指示することは大変困難であった．

これを，体を包み込むような面接触できる形にできないか．
トヨタ紡織のチームは、凹面で形成するシートの開発に挑んだ．

想像以上の感触が生まれた

トヨタ紡織（株）
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凹面形状のシートが造れたとき，想像以上の感触が生まれた
―トヨタ紡織（株）―

ヘッドレストの表皮一体発泡工法はあった
シートも造れるのではないか

　クルマのシートは，走っている間ずっと
ドライバおよび他の乗員とかかわりを持つ
自動車部品である．運転操作を支える点に
おいても，また移動中の快適性においても，
重要度の高い部品だ．
　快適性，運転操作支援，安全性，そして
デザインの美しさ，そこから生まれる高い
フィット感など，総合的なシート品質を
いっそう高めるシート構造として，表皮一
体発泡工法を用いたシート開発と生産体制
が構築されたというのがこの開発である．
　表皮一体発泡工法とは，シートの形状に
なるよう縫製されたカバーを予め金型に
セットしておき，あとからその型にウレタ
ン材を注入する製造方法である．これに対
し，従来からのシート製造方法は，被せ工
法といい，先にウレタン材で成形したパッ
ドに，その上からシートの形をしたカバー
を被せるやりかたであった（図1）．
今回，開発された表皮一体発泡工法につい
ては，ほかに例がなかったわけではなく，
フランス車に採用例はあった．
　トヨタ紡織のシート生技部 ウレタン生
技室の室長である村田 義幸は，

「2003〜’04年ごろにそのシートを見て，
出来栄えがいいので驚き，こういうシート
が造れるのかと，やや焦りを覚えました」
と振り返る．
　シート設計を担う，シート標準部品設計
部 Frシート標準部品設計室 グループ長の
新 知己は，
「ヘッドレストには従来から表皮一体発砲
工法の採用例はありました」と言うが，村
田は，
「シートとなると，その大きさと，より複
雑な形状となるため，名前は同じでもヘッ
ドレストとは難しさが違ってきます」と付
け加える．
　そういう村田も，当初，試作してみよう
と考えた際には，「やれるのではないか」
と簡単に考えていたという．
「ずっとウレタンの生産技術に携わり，ヘッ
ドレストでは内製していましたので，その延
長線でできるだろうという思いがあったの
です．ところが，実際にやってみると一筋
縄ではいきませんでした，延長線ではなく
全く別の工法だと実感したんです」．
　見栄えが良く，縫製線がきれいで，通常
のシートと違う形状ができればいいという
思いだけが先行していた．しかし，いざやっ
てみると，
「表皮の縫い目からウレタンが染み出し，

そこをどうするか，ここが一番大変でし
た」と，村田は苦労の発端を語る．そして，
「ウレタンは，固まってしまえばスポンジ
みたいなものですが，型に流し込むときは
液体で，隙間があれば染み出すのは当然で
す．そこで，硬化する時間が早いウレタン
の開発にも着手しました．早ければ，染み
出す前に固まってしまいます」．
　座り心地や乗り心地を実験で追求する，
実験部 評価計測技術開発室の室長である
川野 健二は，
「ウレタンにはいろいろな種類があります
ので，最適なウレタンを探していったので
す」と補足する．そして，また村田は，
「逆に，早く固まり過ぎてしまっては，細
部までウレタンが行き渡らないので，その
兼ね合いが難しく，試行錯誤で材料の反応
性を調整していきました」と言う．

凹面形状に挑んだとき
2ヵ月の連戦連敗

　パッド材料のウレタンとは別に，シート
設計側でも，当初は従来と同様の設計手法
でできるのではないかと考えていたと，新
は振り返る．
「実は，初めは従来の意匠形状で造ること
ができ，出来栄えも悪くなかったので，こ

・カバーテンションで形状が崩れやすい
・部品のばらつき，作業ばらつきは外形に影響する 外形を崩さず，ウレタンの発泡形状で吸収する

図1　工法の特長
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んなものかと簡単に考えていました．とこ
ろが，乗り心地を高めるため，人の体に添
わせる凹面形状にすることをやり始めてか
ら，全く異なる設計をしなければならない
ことが分かってきました．つまり，ウレタ
ン注入前に予め凹面形状を持つカバーを縫
製しなければならないのですが，単純に考
えても，表皮素材を凹型に曲げれば表面に
しわができますよね．そしてその形に沿っ
てウレタンが注入されるわけですから，出
来上がったシートにはそのまましわが残っ
てしまうのです．ここから迷走し始め，難
易度が100倍くらい高まりました」．
「縫製を済ませたカバーの精度が非常に重
要になってきたのです」と村田．
「従来工法であれば，出来上がったウレタ
ンにカバーを被せる際，引っ張りながら被
せるので，その工程で多少のしわは伸びま
す．しかし，表皮一体発泡工法は，カバー
とウレタンが密着するので（図2），カバー
の時点で生じたしわはそのまま残り，伸ば
すことはできません」．
「さらに，表皮の素材が，ファブリック，
合成皮革，本革と変わると，仕上がりも違
うので，いろいろな表皮素材を集めて試し
ましたが，２ヵ月くらいの間は連戦連敗と
いう状態が続きました」と，新は，表皮一
体発泡工法に適した表皮素材の選別の苦労
を語るのである．さらに，「ようやく凹面
形状が出来上がったと思ったところで，今
度は，耐久試験をやると，そこでしわが出
てくるということが起こりました」．
　まさしく，連戦連敗の様子が目に浮かぶ．
それだけではなく，縫製も，従来のウレタ
ンに被せる工法と違い，より精度の高い縫
製技術が求められた．村田は，
「表皮の，パーツ一つひとつに公差がある
ので，それがたとえ±1mmであったとし
ても，表皮パーツが6〜7枚ある部分では，
最大で6〜7倍の差が生まれることも想定さ
れるので，適正な縫製精度が要求されます．
　縫製は，もともと高度な技術が作業者に
は求められるのですが，人が作業するもの
ですから，すべて一定の公差に収められる
ものでもありません．熟練していっても，
一人ひとりに癖があり，大きめだったり小
さめだったりということも生じます．

　それらをどう吸収し，しわの出ないカ
バーにしていくかを，新と話し合っていき
ました」と話す．
ちなみに，表皮一体発泡工法の縫製は，最

低でも３ヵ月の特別な訓練が必要であると
いう．
　さらに，金型も，従来の被せ工法とは全
く違った構造になった．村田は，

図3　たわみ計測状況

図2　表皮一体発泡工法断面図
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凹面形状のシートが造れたとき，想像以上の感触が生まれた
―トヨタ紡織（株）―

「金型は，従来なら上下の型の間にウレタ
ンを注入するというものでしたが，それに
比べ，表皮一体発泡工法では金型の分割が
増え，カラクリ的な要素も加わり，まさに
ノウハウの塊と言えるものになりました．
また，人がカバーを金型にセットするので，
作業のしやすさも考慮しました．もちろん，
作業中に手を挟んだりしないよう，安全性
も確保しています」．
　ここまで苦労の多い表皮一体発泡工法で
はあるが，凹面形状を実現できるこの工法
に，川野は強いこだわりを抱き続けていた．
「これまでの被せ工法でも，体圧分布など
のデータを見ながら，体が触れる部分の形
はできるだけ平らにしてくれるよう設計や
生産に依頼してきました．しかし，やはり
被せ工法では凸面形状が残ります．凸面が
あると，体が点で触れるというか，体が触
れずにいる部分があるのです．たとえば，
尻の斜め後ろ当たりとかですね．
　その点，表皮一体発泡工法により凹面形
状が実現できれば，丸い体の形に添って
シートが造れる．座り心地や乗り心地を
担当する実験担当としては純粋にそう思い，

期待が高かったのです．デザイナの柳田も，
私の希望に沿った格好いいデザインを考え
てくれました．それを受けとった新や村田
は，大変な思いをしたはずですが……．い
ざ試作シートが出来上がって座ってみたら
『えッ！』と思ったのです」．
　何が川野を驚かせたのか？
「凹面形状を実現できれば，座り心地がよ
くなるだろうと机上で想像はしていました
が，それ以上に経験したことのない感触が
あったのです．それが何なのか，なぜなの
か，いまだ明確な答えはありません．
　ただ，座圧のデータを見直したり，人間
の体の表面，たとえば背中に何かが当たっ
たときに人間は何を感じるのかといったこ
とを測り直したりしました（図3）．そこ
から推測すると，通常シートに座ると，た
とえば腿は多少丸い形がつぶれてシートに
触れていますが，表皮一体発泡工法で凹面
形状が実現すると，ほとんど断面が丸いま
ま，足の形を崩さず座れている．その感触
が，従来と全く違うものを感じさせるので
はないかということです．
　物差しとしてのデータを持っているわけ

川野 健二 Kenji KAWANO

トヨタ紡織株式会社
実験部 評価計測技術開発室 室長

「実は，技術開発賞に落選したと思っ
ていましたので，受賞の連絡を聞い
て，ものすごく嬉しかったです．一昨
年に論文賞を頂いたときより，知ら
せが 1 週間ほど遅かったので，落胆
していたところでした．表彰式で，香
川大学の土居先生にお会いし，顔を
合わせた際いきなり『おめでとう』と
言って頂き，それだけ注目されている
賞を頂けたのだと実感しました」

中川 佳久 Yoshihisa NAKAGAWA

トヨタ紡織株式会社
製品企画開発センター PM

「乗り心地というテーマで，受賞の
対象となるのかどうか．難しいので
はないかと思いながら応募させて頂
き，受賞できたので嬉しかったです．
トヨタ自動車の方からも，自動車技
術会の会報で掲載されていたよと声
をかけて頂き，また社内でも，表皮
一体発泡工法の名前を多くの人に覚
えてもらえ，有り難い賞を頂けたと
思っています」

新 知己 Tomoki NII

トヨタ紡織株式会社
シート標準部品設計部
Frシート標準部品設計室
グループ長

「開発に携わったメンバーのおかげ
で，私がいまここに座っていると思
います．表彰式では，全国から錚々
たる方たちが集まり，すごく驚きま
したし，自分がそのなかにいるのか
と，恐縮するばかりです」

柳田 良則 Yoshinori YANAGIDA

トヨタ紡織株式会社
技術管理部 開発能力向上推進室
室長

「乗り心地の性能が認められての受
賞だと思います．デザインを担当し
た私が受賞者に名を連ねることは

〈棚ボタ〉ですしありがたいことだ
と思います．また，かかわったデザ
イナーがほかにも何人もいますので，
皆にも感謝しています．デザイン部
から今の技術管理部へ移動したあと
に受賞しましたので，私のことを知
らない同じ部署の人から『なぜ？』
と驚かれました（笑）」

村田 義幸 Yoshiyuki MURATA

トヨタ紡織株式会社
シート生技部 ウレタン生技室 室長

「受賞し，立派な楯を頂き，家族の
反応もよく，家族から，こんな大事
な仕事をしていたのかと言われたとき
に，このような学術団体から賞を受
賞する重みを感じました．子供がクル
マのシートに興味を持ってくれ，この
クルマもパパの仕事なの？と言ってく
るようになり，家族の対話が密にな
りました」
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ではないので，この触感をうまく説明でき
ないのですが，説明できなければ，良さを
人へ伝えられません」．

レーシングドライバが
「面白いシートだね」と言ってくれた

　ここで，納入先である自動車メーカへ，
表皮一体発泡工法によってできた凹面形状
のシートをいかに伝え，採用を勝ち取るか，
製品企画開発センターのプログラムマネー
ジャー（PM）中川 佳久の苦労が始まる． 
「レクサスISのプロジェクト担当として，
いいシートを提案したいと常に考え，今ま
でにない乗り心地の良いシートをこの工法
で造れないかと川野に相談しました．実際
に物を造っていくと，自分たちが想像する
以上のシートができあがり，採用にこぎつ
けたいとは思いましたが，伝えるための指
数やデータがありませんでした．
　また当初は，社内外どちらもこのシート
に対する認識はなく，『なぜ必要なのか？』
という意見もいただき，まず賛同者を増
やすことから始めました．そのためには，
座ってもらう，乗ってもらう体験を通じて
納得してもらわなければならないと，弊社
にまだテストコースがない時期でしたので，
サーキット場へ実験やデザインの担当者と
行き，走行してもらい，またレーサの方に
も運転してみてもらうことをしました．そ
して，プロのレーシングドライバから『面
白いシートだね』とのコメントをもらった
んです．きっと楽しんでもらえるシートに
なるだろうと確信できました．
　サーキット場以外でも，弊社猿投工場の

駐車場を一時閉鎖し，試乗会を実施して，
トヨタ自動車の方々に体験してもらいまし
た．こうして試乗をしてもらうと，みなさ
ん『いいね』と言ってくださり，レクサ
スISのチーフエンジニアが採用に踏み切っ
てくださったのが大きな前進につながりま
した．それがなかったらどうなっていたか
……」．
　レクサスへの採用という点で，現在は技
術管理部 開発能力向上推進室の室長を務
めるデザイナの柳田 良則は，
「かつて10年間以上レクサスのシート全
般にかかわってきたなかで，生産技術の村
田と，当時の設計担当者と3人で，初期の
基礎段階から試してきた経緯があったので，
技術的な知識も私にあり，乗り心地という
機能がまず優先されなければならないとの
意識がありました．それを阻害しない，き
れいな面質のシートをデザインしようと考
えました．
　できるだけシンプルに，縫製線のない，
極力凹面形状を活かす意匠を描きました．
そのうえで，細かい部分，たとえば鋭角な
形になる部分は，金型にカバーをセットし
やすくしたり，ウレタンが浸透しやすく
したり，縫製で突っ張ったりしないように
したりという調整を，設計と生産と一緒に，
1mm単位，角度1度単位で詰めていくこと
をやりました．
　レクサスは，最新の技術でスタイリング
を昇華させるブランドなので，当初はトヨ
タ自動車の方たちも半信半疑のようでした
が，物が出来上がってみると『レクサスの
武器になる』と言ってくださいました．IS
に続き，RC Fではハイバックシートとし，

縫製線がうねる意匠や，シルバーの加飾を
採り入れたり，表皮材にマークが入ったり
して，製造のハードルが何倍にも増えまし
たけれど，競合他社のプレミアムブランド
にはない特徴を出すことができました」と
話す．

　クルマのシートには，快適性や，運転
操作性，安全性など数々の性能が求め
られ，走るクルマの中でドライバや乗員
が安心して安定した着座姿勢がとれるこ
とが重要である．そのために，着座姿勢
や，着座中の体圧分布などを理想に近づ
けるため，シート形状や，中のクッション
構造など，様々に研究が進められてきた
経緯がある．一方で，シートの製造方法
は大きく変わることなく，被せ工法が主
流となってきた．これに対し，表皮一体
発泡工法は，シートの出来上がりから製
造方法まで，従来と全く異なるシート造
りとなる．そして，出来上がったシートの
表面は，人間の体に添った凹面形状で構
成される．被せ工法の点接触から，表皮
一体発泡工法では面接触へ，乗員の体
とシートの関係が転換する．これにより，
シートの座り心地に新たな世界が広がっ
た．ただし，この工法を実現するために
は，シートカバーの縫製，ウレタンの注
入，金型の製作など，数々の新たな手法
の開発が不可欠となった．

被せ工法から
表皮一体発泡工法に挑む
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凹面形状のシートが造れたとき，想像以上の感触が生まれた
―トヨタ紡織（株）―

　設計担当の新は，「RC Fでは非常に難し
い設計になってくるのですが，『できませ
ん』とは言えない微妙なグレーゾーンを突
いたデザイン要望でしたので，RC Fのシー
トを成立させるための工夫をいろいろし，
苦労しました．しかしそのおかげで，被せ
工法ではできないような技術やノウハウを
手に入れることができ，仕上がりをどうよ
くしていかなければならないか，表皮や物
性を改めて考え直す自分にとってもいい機
会となり，シート屋としての引き出しを増
やすことができたと思っています」と語る．
　様々な困難を乗り越えて完成した表皮一
体発泡工法のシートを前に，それぞれどの
ような思いでいるのか．
　基礎的な研究からかかわってきた村田は，
「2013年にレクサスISに採用され，その年
のモーターショーの説明員として弊社ブー
スにいた際，レクサス販売店の営業の方が
みえ，お客様に『シートがいいからFスポー
ツ（表皮一体発泡シート仕様）にする』と
商談が進んだとの話を聞きました．その営
業の方は，シートでクルマ選びされた例は
かつてなく，シートについて知りたいとの
ことでしたので，数十分説明をさせていた
だきました．腰痛を持つお客様も，このシー
トのほうがいいという話もうかがい，スタ

イルや性能でクルマが選ばれるだけでなく，
シートで選んでいただけることを知り，こ
のシートの開発にかかわってよかったと思
いました」と，苦節十数年の成果を実感す
る感激を味わった．
　設計担当の新は，「完成まで，目をつぶっ
たまま崖っぷちを全速で走るような思い
の2年間でした．トヨタ自動車の方には大
丈夫ですと答えみたものの，本当に完成さ
せられるのか，次の関門会議でダメが出さ
れるかもしれないと，毎日悩み続けました．
そのとき，中川や村田に励まされ，また設
計面でのアイディアも助言してもらい，『な
んとかしてやる』とも言っていただきまし
た．ですから，出来上がったときは，とに
かくホッとしたという気持ちで一杯でし
た」と，苦労をにじませた．
　実験担当の川野は，「『えッ！』と思った
あの感触がすべてで，感動につながる乗り
心地を実現できるのではないかと思ってい
た開発なので，とにかく世に出るのが待ち
遠しく，楽しみにしていました」と，期待
の大きさを語る．
　デザイナの柳田は，「基礎開発からかか
わり，当初の構想をいかに実現へ持ち込む
か，そこを常に考えデザインしてきたの
で，それが達成された感慨は深いものがあ

ります．同時に，10年かかった時の長さと，
猛烈な勢いでみんなと邁進した，その両方
の思いがあり，かかわったみんなのパワー
を感じています．表皮一体発泡工法により，
デザイン的にもグレードが何段階も高まっ
たといえ，もちろんデザインだけでなく機
能も高く，レクサスブランドの先進技術と
スタイリングの昇華という統一感を表せた
と思います」と，機能美の高次元での実現
に達成感を語る．
　トヨタ自動車へ採用の道を拓いた中川は，
「個人的に嬉しかったのは，新車カタログ
に，この工法の説明まで載せていただけた
ことです．トヨタ自動車の方々に認めてい
ただけたからこそ，説明をカタログにまで
載せていただけたのだと．また，このシー
トを搭載したクルマがかなりの台数売れて
いるとのことで，お客様にも満足していた
だけているのかなと，このシートの浸透を
実感しています」と，この工法の認識不足
が克服できた喜びを語る．
　最後に村田は，「このシートの工法は，
シートづくりにおける作業の軽減化にもつ
ながります．たしかに，カン・コツの熟練
は必要ですが，人にやさしい作業や工程を
実現する可能性も秘めていると思います」
と，生産技術の発展にも言及するのであった．
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ステップATの良さを引き出す
6Chapter

New Automatic Transmission Achieving Driving Pleasure and Environmental Performance

走る歓びと環境性能を両立する
新型オートマチックトランスミッション

SKYACTIV技術の一環として開発された新ATは，注目される新技術ATなどではなく，
古くから使われてきたステップATがベースだった．伝達効率を上げるためには発進直後からロックアップさせればいい．

しかし，その実現は振動と騒音との戦いとなった．
マツダの開発者はATだけではなく，クルマ全体を見ながら開発を進めた．

理想を追い続けた開発

マツダ（株）
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ステップATの良さを引き出す．理想を追い続けた開発
―マツダ（株）―

なぜ今，ステップATを
選んだのか

　マツダのSKYACTIVは，走る歓びと，
優れた環境・安全性能を両立する次世代
技術の総称として2010年10月に記者発表
された．エンジンに限らず，トランスミッ
ション，車体，シャシに及ぶ，クルマ全体
の次世代技術の開発にマツダは取り組んだ．
　このうち，オートマチックトランスミッ

ションに関してマツダのSKYACTIVでは，
トルクコンバータを用いる従来型のステッ
プATで次世代技術を実現すると発表され
た．今日，同ATの進歩は他社を含め著し
いが，2010年当時は，登場間もないDCT
（デュアル・クラッチ・トランスミッショ
ン）に注目が集まり，小型車用としては’
80年代から進歩を続けるCVTがあり，自
動変速に新たな手法が登場する中，あえて
従来型のトルクコンバータ式ステップAT
を選択した理由が，一般には理解されにく

い状況にあった．
　その選択理由を，次世代オートマチック
トランスミッションの構想段階から量産ま
で一貫してかかわってきた，マツダのパ
ワートレイン開発本部 ドライブトレイン
開発部長の土井 淳一は，次のように語る．
「量産を開始したのが2011年で，その5年
前の2006年ごろから開発を始めました．検
討の際に考えたのは，オートマチックトラ
ンスミッションの理想をどう描き，それを
どのように実現するかということでした．
　CVTやDCT，そしてステップATそれ
ぞれ，一長一短があります．
　その中で，伝達効率を考えると，ギヤ式
が理想に近くなります．そして，発進の滑
らかさや，クリープを使える坂道発進などで
の容易さは，ステップATが勝ります（図1）．
　一方，走る歓びの追求では，トルクコン
バータがあることでアクセルワークに遅れ
が出るところがあります．この点は，発進
した直後からロックアップしていくことで
対処するのを基本としました」．

ロックアップ域を広げればいい
しかし課題は山積した

　マツダの，それまでの5速ATでは，3速
から上の段でロックアップを行い，トルク
が小さいところではクラッチを滑らせ，振
動対策をしていたという．そこでまずは，
全段ロックアップをしたらどうなるか，そ
の5速ATを改造して試してみた．
「変速がすごくギクシャクし，こもるよう
な騒音が大きくなりました」と土井．想定
された結果だが，そこをどう解決していく
か．土井は続けて，
「克服すべき課題は二つです．こもり音の
解消と，変速の滑らかさ．
　こもり音については，ダンパの性能を上
げることで解決できます．しかし，FF車
はエンジンを横置きにするため，ダンパサ
イズを上げる寸法的な余裕がトランスミッ
ション搭載スペースにありません．しかも，
SKYACTIVの車体は，衝突安全性能を高
めるためフレーム構造を直線的にするため，
エンジンルームの空間が制約を受けるのです．
　そこで，トルクコンバータを従来は発進

　自動変速については，従来からのトルクコンバータを使ったステップ AT に加え，ベルトによる無段
変速の CVT，マニュアルトランスミッションを基にした DCT など，新たな方式が加わっている．マツダは，
次世代技術 SKYACTIV 推進に際し，AT については従来型のステップ ATを選択した．ただし，走
る歓びと燃費の向上を両立させるための開発が求められた．クラッチで駆動力を直結にするロックアッ
プ領域を倍近くに増やし，変速のための精密なクラッチ制御を行うためメカトロニクスを採り入れ，また，
モデルベース開発の手法を構築した．その上で，生産性を上げるため，工場におけるものづくり革新を
進め，最新技術を適切なコストで生産につなげる段取りをつけた．理想を求め，その実現のために最
善を尽くすことが，マツダの生き残りの道と心得，一致協力して邁進した開発が，トルクコンバータを使
う従来型ステップ AT に，格段の進歩をもたらしたのであった．

旧来の技術であっても，ものづくりから見直したAT

図 1　各種トランスミッション形式の特徴
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時以外でも利用していましたが，発進時だ
けに限定することで小型化し，その分，ダ
ンパを大きくすることができると考えたの
です」（図2〈a〉〈b〉，〈c〉）．
　ダンパの改善については，入社以来トル
クコンバータにかかわってきた経験を持つ
パワートレイン本部 ドライブトレイン開
発部 第1ドライブトレイン開発グループの
アシスタントマネージャーである坂 時存
が説明する．
「バネ定数を低くすると，振動を抑えられ
ます．一方そのためにはバネの巻き数を増
やしストロークを伸ばすか，バネの直径を
増すなどの必要があるので寸法が大きくな
ります．FR車では，この考え方の実用化
の例がありますが，FF車では土井が言う
ように寸法の制約があるので，どの自動
車メーカも難しいと思っていたのではないで
しょうか」．

各担当者は
クルマ全体を見ながら開発した

　ただし，単にバネ定数だけを下げたわけ
ではないと，坂は付け加える．
「低回転下でロックアップさせると，車体
全体で振動問題が出るので，クルマ全体で
のNVHを解析し，必要なバネ定数を絞り
込みました．たとえば，排気管で起こる振
動は，排気管側で抑えてもらう工夫をお願
いするなど，SKYACTIV全体での取り組
みが役立っています」．
　この開発でハードウェア全体のまとめ役
を担った，パワートレイン開発本部 ドラ
イブトレイン開発部 第1ドライブトレイン
開発グループのマネージャーである丸末 
敏久は，
「マツダの企業規模により，各開発担当が

図 2〈c〉　低剛性化のため大型化されたダンパと従来品との比較

図 3　トルクコンバータの翼は製造時に指が入らないほど小型化された

図 4〈a〉　単板式（左）から多板クラッチ式（右）に．変速制御にも用いる

図 2〈b〉　小型化された
               トルクコンバータ外観

図 4〈b〉　ロックアップクラッチ構造の比較

図 2〈a〉　フルレンジダイレクトドライブの特徴
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ステップATの良さを引き出す．理想を追い続けた開発
―マツダ（株）―

クルマ全体を見ながら皆で考えられる状況
が，よいほうに働いたと思います」と開発
の背景を補足する．土井も，
「クルマ全体のノイズ目標からバネ定数に
至るまで，モデルでつなぎ，それぞれの要
件を配分する機能配分を，構想段階から車
両の開発者たちと一緒にやってきました」
と語る．
　同時にまた，大きくなったダンパを取り
付けることのできる空間を設けなければな
らず，内部の翼を小さくしたトルクコン
バータの開発も必要となる．
「トルクコンバータを発進のみに限定する
ことで，トルクコンバータの翼の意味が薄
れ，小さくすることで全体の小型化ができ
ますが，製造段階で，翼を取り付ける際に
指が入らず作業がしにくくなるなど，製造
方法も新しくしなければなりませんでし
た」と坂は言う．そして，「翼の接合方法
を特別に開発するうえで，サプライヤさん
に大変頑張っていただきました」．
　その結果，トルクコンバータ内の翼は従
来にないほど小さくなり，「2011年にトル

クコンバータを発表した際には，他社の方が
驚かれていました」と土井は振り返る（図3）．

機電一体の
メカトロニクス

　ところで，トルクコンバータを発進にだけ
使う発想は，どこから生まれたのか．土井は，
「変速時に，ロックアップクラッチの締結
力を緻密に制御して，ショックを抑えよう
と考えました」と言う．
　そのために，ロックアップクラッチをそ
れまでの単板から多板化し，緻密な制御
を行うため機電一体のメカトロニクスモ
ジュールを開発した．
「従来，単板のロックアップクラッチは，
摩擦材を貼った大きなピストンに油圧をか
けて摩擦材を接触させ直結としていました
が，油圧の僅かな変化でも大きなトルクが
生じ，繊細な制御がしにくかったのです」
と丸末（図4〈a〉，〈b〉）．
「全段でロックアップを実現するため，制
御の応答性を一桁上げなければ微小な制御

は実現できず，多板クラッチ／メカトロニ
クスモジュール／モデルベースのアルゴリ
ズムの3本立てで，変速時に微妙に滑らせ
る制御を実現したのです」とは，パワート
レイン開発本部 ドライブトレイン開発部

土井 淳一 Junichi DOI

マツダ株式会社
パワートレイン開発本部
ドライブトレイン開発部長

「名誉な賞を受賞でき，嬉しく思っ
ています．生産技術と中関工場のメ
ンバー全員と，ホテルを借り切って
喜びを分かち合い，記念撮影をしま
した」

丸末 敏久 Toshihisa MARUSUE

マツダ株式会社
パワートレイン開発本部 
ドライブトレイン開発部
第1ドライブトレイン開発グループ
マネージャー

「有り難い賞を戴きました．開発中は大
変苦しかったですが，当たり前の仕事を
進めてきただけとの想いだったので，受
賞の実感はあまりありませんでした．しか
し，賞を戴き，サプライヤさんからお祝
いの言葉をいただいたり，知人から記事
を見たと声をかけられたり，その反響を
実感しています．今後も期待に応えられ
るよう，また頑張らねばと思っています」

鎌田 真也 Shinya KAMADA

マツダ株式会社
パワートレイン開発本部
ドライブトレイン開発部 主幹

「ドライブトレインは，縁の下の力
持ち的ですのであまり表に出る機会
はなく，論文を提出しながらトラン
スミッションでいいのだろうかと
思っていました．それが受賞できた
ことで，ドライブトレインへの理解
が深まったのが嬉しかったです．サ
プライヤさんからも声を掛けられ，
嬉しかったですね」

坂 時存 Tokimori SAKA

マツダ株式会社
パワートレイン開発本部
ドライブトレイン開発部
第１ドライブトレイン開発グループ
アシスタントマネージャー

「駆動系で受賞できるのは夢のよう
で，感無量でした．サプライヤさん
も喜んでくださったのではないで
しょうか．これが一つの尺度になる
ので，これからが重要で，気が引き
締まる思いです」

三谷 明弘 Akihiro MITANI

マツダ株式会社
統合制御システム開発本部 
部門統括

「想像していたより受賞の反響が凄
かったです．国内で会う人会う人に
コメントを戴き，さらに海外でも会
う途端に『受賞おめでとう』と言わ
れ，海外まで評判が広まっていて凄
いと実感しました」
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の主幹である鎌田 真也である．
　採用した多板クラッチは，小片の摩擦材
を，隙間を開けて円盤状の金属表面に貼り
付けたセグメントタイプを使う．坂は，
「隙間を開け，また片面のみに摩擦材を貼
り付けることにより，オートマチックフ
ルード（ATF）の流れを良くし，冷却性
能を上げています」と説明する．その独創
性について，丸末は，
「変速クラッチでは前例がありますが，
FF用ATのロックアップクラッチでは初め
てだと思います」と言う．さらに，「ATF
の温度管理をするうえで，机上の計算と，
実際とで相関関係が合っているのかどうか，
センサを取り付け，実際にATFの流量を
調べ，冷却性能を確認しています」と開発
の様子を語る．
「測れないものは進化はしないと私は思っ
ていて，専門家がセンサまで製作して測定
を可能にしたのです」と，土井は開発のこ
だわりを話す．
　ほかにも，ハードウェアの製造上の細か
なこだわりは，抵抗低減など細部に及ぶ．
「理想を目指し，機能がどうあるべきかを
考え，主軸の軸受けはボールベアリングを
用い，摺動抵抗を生じるクラッチやシーリ
ング数を最小とするスケルトン構造を用い
ています」と丸末．「購入部品においても，
サプライヤさんに任せっぱなしということ
ではなく，基本機能や理論式を自ら考え，

我々が自ら製造するとしたらどうやるかま
で考えたうえで，サプライヤさんと相談し，
協力をお願いしてきました」．
　そして，ロックアップクラッチの微小な
制御を行うのが，メカロトニクスモジュー
ル（図5）である．メカニズムとエレクト
ロニクスを融合するこの開発は，統合制御
システム開発本部 部門統括の三谷明弘が
担った．
「これからの電気部品は，性能を高めなが
ら，品質を保持し，コストも満たす．三つ
をすべて同時に実現するのが大前提です．
それを実現するため，ダイレクトリニアソ
レノイドと制御系を一体化しました．
　制御ユニットは，従来は箱型をしていま
すが，これをICチップにまで小さくしま
した．ただし，コンピュータは熱に弱いの
で，基盤を従来のガラスエポキシからセラ
ミックスに変更し，その裏にヒートシンク
をつけています．その貼り付けには神経を
遣いました．熱ではがれたり，割れたりす
る恐れがあるためです」．
　それにしても，箱状のユニットが薄っぺ
らなICチップになるものなのだろうか？
「電気的特性の理想値を出すと，結果的に
小さくなるものなのです．テレビでも何で
も，究極を求めれば微細化します（図6）．
あとはコストとの勝負ですね．この開発は
サプライヤさん，材料メーカさんと共同で
一緒に作り上げました」と三谷．そして，

「ICチップ化した制御部を，ダイレクト
リニアソレノイドと一体化し，オイルパン
の中へ配置しています．オイルパンに入れ
るための開発が必要でしたが，入れられれ
ば，錆や，水の浸入，断線などの故障から
解放されます」と，いずれも大胆な発想を
三谷は実現した．
　さらに，
「制御の精度を高めるため，制御の指示か
ら油圧を出力する作動までをモデル化し，
そのモデルに補正のトリミングを施すこと
で，誤差精度を高めました」と言う．

機械屋と電気屋の意思疎通は
理想の共有化から

　これらメカトロニクスの開発は，前例の
ない方式であるため，構築までさまざまな
苦労があったが，もっとも苦労したのは人
だと三谷は言う．
「機械屋と電気屋は，全く別の世界で，別
の言語，別の性能の与え方をするため，双
方の意思統一が一番重要でした」と振り返
る．そこをどう乗り越えたのか？
「理想を共有化することです．我々が目指
すオートマチックトランスミッションの目
標へ向かい，信じてやり抜くことで一心同
体になることができたのだと思います」．
　相当に独創的な開発だが，専用設計とい
うことなのだろうか？
「専用ではなく，世界一と言える理想を追
い求めることで，いずれ，世界中で使える
ものを開発する．そこが，マツダの生き残
る道です」と，三谷は言い切る．
　物の開発に加え，開発の仕方も新しい．
それが，モデルベースのアルゴリズムの確
立である．鎌田は，
「これまでの開発では，たいていエンジ
ンが先にあって，それにトランスミッ
ションを合わせていくやり方でしたが，
SKYACTIVではすべてが新しくなるので，
二つの試みをしています．一つは開発プロ
セスの革新，もう一つが，モデルベースア
ルゴリズムの採用です．
　開発プロセスの革新では，モデルと実
機の割合が異なる各種HILS(Hardware In 
the Loop Simulation)を使用することで，

図 5　メカトロニクスモジュール外観 図 6　 IC チップ制御部

図 7　JC08 モードでのロックアップ領域比較
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ステップATの良さを引き出す．理想を追い続けた開発
―マツダ（株）―

開発初期から最終の実車評価までをモデル
ベースでの開発を行いました．
　モデルベースアルゴリズムの採用は，コ
ンピュータに組み込まれたモデルでトラン
スミッションの状態を推定し，それに基づ
いて制御を行うことでロバスト且つ高応答
な性能の実現に貢献しました．またこれに
より，エンジンが変わっても，その都度の適
合がいらなくなります」．
　最後に，コストについて丸末は，
「ものづくり革新によって，新技術を採用
しながらコストを抑えることでお客様にお
届けできるATができたと思っています．
　サプライヤさんで製作する部品において
も，マツダ社内で内製するとしたらという
考えの下，社内の生産技術と一緒に理想の
工程図を作り，それを見ながらサプライヤ
さんと一緒に生産ラインを構築していきま
した．サプライヤさんに胸襟を開いていた
だき，そこが，大きな柱になりました」と，
量産へ向けた苦労を語る．

SKYACTIVイコール
ワンマツダ

　こうして，ロックアップ領域を，従来の
約49％から82％に拡大し，燃費を従来比4
〜7％改善する革新的なステップATが完

成した（図7）．その思いとは？
「新しい挑戦でしたので，大変なことはた
くさんありましたが，一つひとつをチーム
で乗り越えたことが感無量です．開発だけ
でなく，生産技術，工場，購買，品質，サ
プライヤさんを含め，目標達成のため執念
を持って臨みました．エンジニアとしての
やりがいを存分に感じました．さらに，こ
れからも挑戦し続けたいと思っています」
と，構想から長年かかわってきた土井は，
万感の思いを語る．
　丸末は，「思いは土井と同じですが，た
とえばクラッチASSYの構造体一つを取り
上げてみても，小型化のため組み付けに溶
接を用いているものがあります．通常，組
み立てラインの中で溶接を入れることはな
いのですが，生産技術と共にあえて採用に
踏み切り，生産する中関工場と一緒に努力
した賜物です．量産が始まるとき，全員が
中関工場に集まり打ち上げをし，記念撮影
をしました」と，一丸となった開発を振り
返る．
　鎌田は，「ワンマツダという言葉があり
ます．マツダ全体でやっていくという意味
で，SKYACTIVの開発ではとくにそれを
実感しました．担当した制御の部分につい
て言えば，量産直前までいろいろな変更が
生じたりしたのですが，ワンマツダで仕上

げられた達成感があります．実際にクル
マに乗ってみて，アクセル操作への応答がよ
く，SKYACTIVのコンセプトが間違ってい
なかったとすごく感じました」と，作り上げた
トランスミッションに充実感を覚え，さらに
次へ進化させたいとの意欲ものぞかせた．
　三谷は，「究極や，理想の目標を貫く大
切さを，強く感じました．開発から量産ま
で開発時間が長く，途中でへこたれそうに
なることもありますが，原点をしっかり見
据えて達成することが重要だと思います．
妥協せず，商品として完成できたのが嬉し
いです．同時にまた，エンジニアとして次
に何をしようかということがいまの関心事
であり，次へ向かってどんどん進んでいき
たいですね」と，その視線は既に先を見る．
　坂は，「サプライヤさんとの連携にも，
ワンマツダのつながりができ，エキサイ
ティングで楽しい開発でした．駆動系は，
昔ながらの古そうな領域と思われがちです
が，これからロボット的になっていって面
白い世界になっていくので，もっと挑戦し
ていきたいと思っています」と，駆動系開
発の未来に期待を寄せる．
　最後に土井は，「ダメだと思っても，執
念をもってやっていると，神が降りてくる
のですね」と，艱難辛苦を乗り越えたから
こそ口を突く言葉で締め括った．
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どんな時でも，
7Chapter

Development of Smart Rearview Mirror

世界初 スマート・ルームミラーの開発

国連の「自動車基準調和世界フォーラム」（WP29）が2015年11月，
一部のミラーに限定していたカメラとモニタの代用をすべてのミラーに拡大することを決めた．

しかし日産はすでに後方視界の確保のためにルームミラーにそのシステムを開発し，市販にこぎ着けていた．

いつも後ろが見えなければ

日産自動車（株）
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ユーザは
後方視界に不満を持っていた

　時代が求める性能の追求により，クルマ
の視界が必ずしも十分とは言えない状況が
ある．それを補う，カメラを使ったモニタ
の普及が著しい．そうしたなか，後方視界
の要となるルームミラーに，モニタ表示を
加え，車両の後方を的確にドライバに把握
させる技術が開発された．それが，今回の
スマート・ルームミラーである．
　開発のきっかけは，偶然の出来事から始
まる．
「バンパやラジエータグリルといった外装
部品の設計を担当していたとき，お客様の
声を技術者自身が聞いて設計に活かすとい
う活動が始まりました．調査していくうち，
自分の担当分野と違うのですが，後方視界
に不満を持つお客様の声が目立つことに気
づかされました」と話すのは，日産自動車 
プラットフォーム 車両要素技術開発本部 
内外装技術開発部 内外装HMI開発グルー
プの田崎 祐一である．
　続けて田崎は，「そのときは，そういう
声があるのかという認識でしかありません
でしたが，出張の折に乗ったクルマで首都
高速を走ると，後方を確認しにくいことを
肌で実感したのです．そこで，ルームミ
ラーで後方確認しにくいなら，カメラで映
し，広く後方をドライバに見せればいいの
ではないか．そういう機能があれば，自分
でも欲しいと思ったのです」と語る（図1）．
「かっこいいクルマなどでは，得てして後
方が見にくいといったことは起こりやすく，
ここは各自動車メーカでも論議されている
と思います」と言うのは，この開発当時は
日産で実験担当をし，現在はファルテック
のグローバル開発部 実験課の課長である
進木 博之である．
　田崎をそういう気持ちにさせたところで，
二つの巡り合わせが具体的な開発のきっか
けを生み出す．
「ちょうどタイミングよく，先進技術を集
めた展示会が社内で催されることになり，
その取りまとめ役を引き受けることになり
ました．数ある出展技術の中に，視界に関

するものがなかったので，ならば私が出展
したいと申し出て，試作車を作ることに
なったのです．
　もともと私はクルマが大好きで，メンテ
ナンスなども自分でやってしまうので，自
分で部品を手に入れ，社内のクルマにカメ
ラを搭載し，ルームミラーの上にモニタを
取り付けてみたのが最初でした．先進技術
の展示会に出展してみると，評判がよく，

その結果，先行開発をスタートさせること
になりました」．
　きっかけとなったその展示会で，後方の
様子を映像で見せる田崎の試作車に関心を
持った人物が現れた．グローバルコンバー
ジョン＆アクセサリー事業本部 コンバー
ジョン＆アクセサリー企画開発部のアシス
タントマネージャーである阿部 修である．
「ディーラオプション商品を企画・開発す

　クルマの後方視界の助けとなるのが，ルームミラーでありドアミラーである．このうち，ルーム
ミラーによる後方視界は，車体構造や，スタイリングなどによって制約を生じることがある．と
くにミニバンや SUV など，RV（レクリエーショナルヴィークル）では，乗員や荷物などの影響で，
後方視界が制約される可能性がある．そこで，ルームミラーと同じように後方の状況を捉えるこ
とのできるカメラをリヤウィンドウに設置し，その映像を，ルームミラーに映し出す機能を実現
したのが，このスマート・ルームミラーである．ただし，元々のルームミラーの機能も鏡として残す．
ルームミラーは，後方視界の確保だけでなく，車内の乗員の様子を見たり，髪を直すなど身だ
しなみに利用したりする場合もあるからだ．とはいえ，鏡としての機能と，映像を見せる性能と
の両立が難しかった．解決の糸口は，防眩ミラーの切り替えを活用することと，人間工学から
目の働きを解明することであった．

エクステリアデザインや荷物に関係なく後方視界を確保

ミラー／モニタ リヤカメラ

図1　スマート・ルームミラーシステム概要
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る立場として，この技術の可能性に興味を
持ち，田崎に話しかけたのを覚えています．
まず，とてもシンプルなうえに，まだ世の
中に無いこの技術を，いち早くお客様へご
享受いただきたいと強く感じました．その
ためには，ディーラオプションの企画・開

発というノウハウが役立つのではないか，
システムとしてもシンプルに作り上げるこ
とができれば，車両と同期開発することな
く，とても面白い商品になると考えたので
す．
　同時に，私自身がキャンプ好きの自動車

ユーザの立場として，荷物をたくさん積ん
で出かけることが実際に多く，通常のルー
ムミラーでは後方が見にくいことを実感し
ていたことも，田崎が試作したこの技術に
強く興味をもった理由の一つです」．

万が一を考え鏡は残した
その鏡の特性が道を拓いた

　こうした経緯があって，田崎は，阿部と
共に本腰を入れた商品開発を始めた．
「どのようなものにしていくかを考えたと
きの大前提として，万一電源異常等の故障
があってもルームミラーが機能するよう，
鏡を残すことは決めていました．また，自
分自身，運転中に後方確認に使うだけでな
く，髪を直したり，後席の人と話をしたり
する際にルームミラーを利用していたので，
鏡の機能を残すことは譲れませんでした
（図2）．
　では，ルームミラーを残しながら後方の
映像を映し出すモニタをどこに置くか．い
ろいろな場所を試してみましたが，やはり
普段の運転で慣れ親しんでいるルームミ
ラーの場所しかないという結論に達しまし
た．
　手作りで試作した展示用の車両は，ルー
ムミラーの上にモニタを載せ，その表面に
半透明のハーフミラーを被せて，ルームミ
ラーも使え，かつモニタ画面も見える作り
にしたのですが，外の光で鏡が反射すると，
モニタが見え難くなるのです．モニタの出
力を上げることも考えましたが，太陽の明
るさにはかないません（笑）．ここが難題
でした」．
　さっそく壁にぶち当たった．外の光に反
射せずモニタが見える方法はないか，時間
を見つけてはクルマを乗り回しているうち，
あるとき夕日が眩しく，無意識に防眩ミ
ラーに切り替えるレバー操作をすると，モ
ニタが鮮明に見えたのであった．
「いったい何が起きたのか？　机上で光の
反射と，目で見える画像の関係を描いてみ
ると，暗い天井にハーフミラーが向き，そ
こで人は明るいものに焦点を合わせるため，
モニタだけ見えるようになることが分かっ
たのです．これで基本構成が固まりまし

ミラーとしての使用時（モニタ OFF）

切り替え（モニタ ON/OFF）

モニタとしての使用時（モニタ ON）

図2　ミラーとモニタの切り替え例

モニタ

ハーフミラー

ミラーを見るときは
ミラー越しに見えるものに
焦点を合わせる

図3　ミラーとモニタの焦点距離の違い

モニタ

ハーフミラー

ミラーはルーフトリムを映す

モニタが透過する
レバー

図4　モニタ使用時の断面図
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た」と田崎．
　進木が原理を補足する．
「防眩ミラーと同じで，主に見えているも
のを，暗い天井やシート側に映すことに
よって，背景にある反射率の低い像が際
立ってくるという原理です」（図3，4）．
「人間工学が専門の進木と話すことにより，
人間がどのようにして物を見ているのか，
視力に置き換えるとどうなるのかといった
ことを通じ，焦点距離とか，見るというメ
カニズムについていろいろ解決していくこ
とができました」と，田崎は進木の知見に
助けられたと話す．

自動車技術会，
ISOでモニタの議論があったころ
すでに商品化寸前まで進んでいた

　進木は，「私のところにこの開発の話が
来たのは，防眩ミラーの仕組みを活かすこ

とが決まってからです．私は人間工学と，
ミラーに関することを実験担当としてやっ
てきて，自動車技術会の規格関連分科会や，
ISOのワーキングなどで，ミラーに代わる
モニタなどの議論をしていましたので，そ
れらの経験から田崎にアドバイスしていき
ました」と言う．
　そのような知見を持つ進木が，田崎の試
作を見てどのような印象を持ったのだろうか．
「いろいろな議論をしてきた中で，間接視
界とデザインの関係が難しいことを課題と
して認識していましたから，ミラーをカメ
ラに置き換えられれば視界をより補えられ
るという構想が，すでに商品に近いものと
してできてきていることに驚きました．
　また，時期的にもちょうどよかったので
はないかと今では思います．カメラをミ
ラーに置き換えるといっても，カメラがミ
ラーと同じ解像度に性能が上がっていなけ
れば実現は難しいからです．

　理論を積み重ねてきた構想が，現実の物
になって確かめられるようになったことは，
私個人にとってもプラスになりました」．
　ルームミラーに防眩機能はあっても，機
構で解決する策であり，モニタを使うとな
ると電気がかかわってくる．ここで，実は
阿部が田崎を支援した．
「物や形があるものは得意ですが，電気に
かかわる部分になると，打ち合わせをして
いても電気用語が分らなかったりして，阿
部さんと知り合えたのは私にとって幸運で
した」と，田崎は語り，阿部も，
「もともと私は電気が専門でしたので，開
発のフォーメーションとしては，機構系は
田崎，電気系は阿部の関係が，自然に定着
していきました」と語る．そして，
「ユニット単体として，ハードウェア，ソ
フトウェア開発の難しさもさることながら，
田崎が電気系で特に困っていたのは，車種
毎への適応ではなかったでしょうか．新車

田崎 祐一 Yuichi TAZAKI

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
内外装技術開発部
内外装HMI開発グループ

「受賞の知らせが届いたときは驚きまし
た．もちろん，受賞したいとの思いで論
文を書いていましたが，選考が厳しいと
聞いていましたので．ですから大変嬉し
かったです．また，設計について教えを
受けた恩師に電話で報告し，『やったな！』
と言葉を戴き，嬉しかったですね．恩師
は現場主義でありながら，原理原則を
追求する方です．物を見て，クルマを見
て，いつでもお客様の立場で設計をし
ろ．さらに原理原則を追求しろ．という
仕事のやり方を教えられ，まさにそれを
実行した開発での受賞でした」

進木 博之 Hiroyuki SHINKI

株式会社ファルテック
グローバル開発部 実験課 課長

（日産自動車株式会社　車両実験部
コンポーネント信頼性実験グループ
主査）

「長年，ISO などの規格に取り組ん
できて，そのなかで人間工学を絡め
ながら受賞に結びついたことは凄い
ことだと嬉しかったです．開発終了
後に出向となり，現在の会社の業務
とは関係ないにもかかわらず，受賞
者となれたのも嬉しかったです」

阿部 修 Osamu ABE

日産自動車株式会社
グローバルコンバージョン＆アクセ
サリー事業部
コンバージョン＆アクセサリー企画
開発部 アシスタントマネージャー

「二つ嬉しさがあります．一つは，
社内ではなく外部の第三者である自
動車技術会で認められたという技術
の世界での栄誉であり，社内でも凄
い商品だということが再認識されて
いること．二つ目は，阿部にも技術
があったんだということを分かって
もらえたことです（笑）」

岡 弘和 Hirokazu OKA

日産車体株式会社
実験部 コンポーネント実験グループ

「このような光栄な賞に共同開発者
として認めて頂いたことに感謝して
います．また，世界初の製品の開発
に携われたことを幸運に思います．
今回の貴重な経験を活かし，ご利用
頂けるお客様により良い視界を提供
し，安全運転の一助とすることがで
きるよう，実験の立場から支えてい
きたいです」
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開発と一緒に開発が進む車両電装製品と違
い，ディーラオプションとして商品単独の
開発で，かつ，複数車種への同時適合開発
をしなければなりません．
　その場合，たとえば電気を取り出せる部
分が車種毎に違っていたり，ミラー周りの
装備への悪影響を及ぼさないようにしたり，
後付の部品としての配慮が求められます」
と，阿部は説明する．
　電気をどこから取るか，配線の回路が車
種によって違ったり，車両電源にアクセサ
リのポジションがない車種もあったり，車
種によって電気系の状況は異なるのだとい
う．改めてルームミラー周辺へ目を向けて
みると，ルームランプ，運転支援装置のカ
メラ，ドライブレコーダーのカメラ，ワイ
パを自動で作動させるためのレインセンサ，
カーナビゲーションの地上デジタル放送用
アンテナなどなど，様々なものがルームミ
ラー周りに設置されている．それらに支障
が出たり，逆にそれらからの電波ノイズで
モニタに不具合が出たりしてもいけない．
「新車開発では，車両開発とともに一つひ
とつ不具合の出る要素を解決していけます
が，すでに市場に出回っているクルマに，
いかに合わせ込むかが難しいのです」と，
進木はディーラオプション開発の苦労を説
明する．
「また，ディーラオプションのアクセサリ
開発ということで，期待されるのは短期開
発であり，開発時間は約1年しかありませ
んでした」と，阿部が指摘する．

カメラとモニタを
人間工学から作り込む

　短期間での課題解決の手助けとなったの
は，進木がかかわる人間工学を学ぶことと，
実車で走りこむことだったと田崎は振り返
る．
「元々がバンパなどの外装部品の設計担当
でしたので，物とか形で仕事をしてきた自
分にとって，人間工学は掴みどころがなく，
以前はあまり好きではありませんでした．
ところがかかわってみると，面白い．人間
を理解していないと物が作れない領域の学
問なので，目がどうなっているのか，どう

するときれいに見えるようになるのか，目
と脳を考えるのが面白くなりました．
　ただし実際は，カメラは人の目に比べ劣
るところがあるので，モニタをどうコント
ロールしたらいいのかは苦労しました」．
「カメラは，素子の特性もあり，画像で起
こるハレーション（強い光で白くぼやけ
る）やブルーミング（強い光を受けて輪の
ように膨れる）をどこまで許容できるのか．
一方で，カメラであれば，ミラーなら暗く
て見えない闇でも，ぼんやり見えるところ
もあり，良いところと悪いところがありま
す」と，進木は言う．
「走り込みながら，サプライヤさんと作り
込んで解決していくのですが，昼と夜で明
るさが違いますし，中間の夕暮れなど，一
日のうちで走れる時間が限られます．ある
いは雨もいつ降るか分かりません．再現性
が限られる条件については，チューニング
が難しかったですね．とはいえ，物ベース

で検証していくやり方を通しました」と田
崎は，生々しい作業の様子を語った．
　開発が進むに従い，これを採用へ持ち込
む算段も進められた．そこは阿部の働きに
かかっていた．
「クルマには既にルームミラーが付いてい
るので，それを外してまで付けるものはい
らない，と言われないようにすることが重
要でした．数が売れないと，コストにも影
響が及びます．
　まだ製品が出来上がる前から，田崎が試
作した1台の車両を使い，社内のいろいろ
な人に見てもらい，試してもらうことを地
道に行いました．
　あるいは，北海道から九州まで，デモン
ストレーション機を持参して全国を行脚し，
体験してもらうこともしました．それから，
田崎と二人で，私の自家用車を使った動画
を制作し，販売店へ配ることもやりました．
田崎がカメラマンで，私がドライバ役で，

図6　本システムでの夜間のシーン
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ミラーを昼夜，晴天・雨天で体験する映像
です．

「日産ワクテク」の
5番目に選出される

　また，本社で媒体の人たちを呼んでの体
験会や，人とくるまのテクノロジー展にて，
田崎と私が説明員をやるなど，様々な活動
を行いました．
　とにかく世の中にない商品なので，実際
に経験してもらわないと，『スマート・ルー
ムミラーって，なに？』と言われて終わっ
てしまうので」．
　阿部と一緒に，認知を広める活動もした
田崎は，
「単なる屋内でのプレゼンテーションでは
伝わらない機能なのです」と言う．
　さらに，「技術の日産を復活させる『ワ
クテク（ワクワクするテクノロジー）』の
一つに，スマート・ルームミラーも加えて
もらうことができました」と阿部．
「当時，ちょうど嵐がワクテクのキャラク

タを務めていて，5人目が持つアイテム（技
術）が空いていたのです．目標は，彼（嵐）
にスマート・ルームミラーを持っていただ
くこととして，日産を代表する技術にして
もらいました」と，阿部は様々な活動を紹
介した．
　エクストレイルとエルグランド，セレナ
用として発売が開始されたスマート・ルー
ムミラーに，いまどのような思いが宿るの
か．
　田崎は，「日本から，世界初の商品を出
せる機会はなかなか無いなかで，これをエ
ンジニアとして実行できた達成感がありま
す．また，社内でこれほど大きな扱いにな
る商品に成長するとは当初は想像もしてい
なかったので，そういう製品を世に出し，
お客様に喜ばれた達成感もあります」と語
る．
　進木は，「CMS（カメラ・モニタ・シス
テム）について，国際会議の場で論議して
いたものが現実になった嬉しさがあります．
従来からのミラーに置き換わるカメラ技術
が，一歩前進する足跡を築くことができま

した．カメラを使うことで，よりいっそう
の機能を盛り込むことができ，たとえば，
危険が迫った際にそこだけズームアップす
るなども可能になっていきます．5〜10年
先の発展性が楽しみです」と，現物ができ
た喜びと，さらにその将来性に期待をかけ
る．
　阿部は，「開発に加えて，ネーミングの
考案等の企画および販促活動まですべてに
携わることが出来たので，やりがいがあり
ました．また，これだけの商品を，お客様
に届けられた達成感があり，しかもその結
果，世界初というものができた喜びがあり
ます．さらにお客様から『ありがとう』と
言葉を戴くことができ，そこが大変うれし
いです」．
　田崎はいま，とても忙しいと言う．進木
が期待をかける発展性のみならず，より多
くの車種へ展開できるようにするための開
発に邁進している．視界という，安全の基
本機能がさらに広がり，安心の輪が広がっ
ていこうとしている．
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外気・内気流路を分ける2層送風機を
8Chapter

Development of Compact & High Efficiency 2-Layer Blower Improving the Air Conditioning System Performance of the Eco-car

エコカーの空調性能を向上させる
小型高性能内外気2層送風機の開発

エコカーは排熱対策の段階に入った．
エンジンからの廃熱をできるだけ抑えてエンジンの総合熱効率を上げる時代になってきている．
しかし，そのために始動直後の暖房，窓ガラスの曇りを我慢しなければならないのか．

デンソーと日本自動車部品総合研究所のエアコンディショナのチームは，室内風の役割分担を決め，そのうえでコンパクト化に挑んだ．

いかに小型化・低騒音化させるか

（株）デンソー／（株）日本自動車部品総合研究所
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Development of Compact & High Efficiency 2-Layer Blower Improving the Air Conditioning System Performance of the Eco-car

トヨタiQから続く
エアコンディショナ性能の追求

　小型かつ高効率で，騒音の少ないエアコ
ンディショナ用送風機の開発で，今回，技
術開発賞を受賞した5人のうち，デンソー
の酒井 雅晴と，日本自動車部品総合研究
所の三石 康志の二人は，2010年にも本賞
受賞歴がある．トヨタiQに搭載するため
の，超小型エアコンディショナユニットを
開発しての受賞であった．
　それから歳月を経て，エコカーの普及に
より，低排熱化や低燃費化が進み，エアコ
ンディショナの低排熱対策と，省電力，さ
らなる静粛性が求められる時代となった．
それらに対処した，新形状のファンとスク
ロールの開発が，今回の表彰の対象となっ
た．
　開発の発端を，デンソーの熱開発1部開
発3室要素開発2課の今東 昇一担当係長は
こう話す．
「ハイブリッド車など低燃費を求めたエコ
カーは，エンジンからの排熱が抑えられて
いるので，とくに始動直後のエアコンディ
ショナのウォームアップ性能で不利になり
ます．
　そもそもエアコンディショナの送風は，
窓ガラスの曇りを防止するため外気を温め
ることによって室内を暖房していますが，
冷たい外気を温めるには多くの熱を必要と
します．そこで，窓側への送風には外気
を利用し窓の曇りを防止しつつ，一方，足
元へは，室内循環による内気を利用するよ
うに区別して空調を行えば，低排熱のエコ
カーに対処することができるうえ，消費電
力を抑え，燃費に貢献できます．
　この2層式エアコンディショナ自体は，
それほど新しい技術ではなく，初代プリウ
スで搭載されています．
　今回は，それ以降エコカーが普及するこ
とにより，いろいろな車種へ展開できる標
準化を行うのが，開発の目的でした．これ
によって，ノア／ヴォクシーに始まり，プ
リウス，ハリアー，アルファード・ハイブ
リッドなどでも採用されています」．
　前回も，小型化で苦労した経験を持つ研

究開発2部 NV技術開発室 流体機械NV課
長の酒井 雅晴は，改めて今回の開発を次
のように振り返る．
「単に小さくしただけでは，空気の流速が
増して騒音水準が高まったり，ファンとし
ての効率が落ちたり弊害を生じます．そこ
が，開発の課題です．
　たとえて言えば，軽自動車で無理に高速
で走ろうとすると，走れるけれど，騒音が
大きくなったり，燃費が悪化したりします
よね，そういうことです．
　小型化に際して，通常のファンは1層な
ので，それを2層として上下二段にすると
なれば，それだけで寸法的に高さが増し
ます．それを，従来からの1層のエアコン
ディショナと同等の寸法に収めるのは並大
抵ではありません．その上で，騒音は小さ
く，効率を高め電力消費は少なくしなけれ

ば，エコカー用として採用にはなりません」．
　小型化によりファンが小さくなり，同じ
風量，すなわちエアコンディショナ性能を
確実に得ようとすれば，流れる空気の速度
が速まる．そこで何が起こるかを解析する
ところから，この開発は始まった．

自分たちで見つけた
空気の「見える化」

　日本自動車部品総合研究所の研究3部・
34研究室の担当課長である三石は，
「基本に立ち返り，泥臭く実験を行うこと
をしました」と，振り返る．「ファンの周
囲のケーシングがない，単純に風の流れだ
けを見ることができる試験機を作ったり，
円筒のスクロールで風の出入り口を観察し
たり，以前受賞した際に開発したイメージ

　クルマの燃費が年を追うごとに厳しさを増す中，構成する各部品の省エネルギーが厳しく求められて
いる．車室内を快適に保つエアコンディショナにおいても，外気という，室内環境とはときに数 10℃
の差ともなる空気を温めたり冷やしたりする冷暖房は，その効果が燃費に直結する．なかでも冬の室内
外温度差が大きい暖房時に低排熱化による低熱源でも十二分に暖房できることは効果が大きく，冷
たい外気を温める電力をいかに抑えるかが重要になる．そのために開発されたのが，外気用と内気用
それぞれに送風ファンを持つ，2 層式エアコンディショナである．本来は，一つのファンで構成されてい
た装置全体の寸法を，二つのファンを使いながら同等に抑え，車載の汎用性を実現することは並大抵
ではない．ファンを小型化しながら，風量，効率，騒音の各性能は落とすことなく，十分な空調性能を
実現するための苦闘があった．空気の流れを見る可視化技術や，翼や送風路の設計に，デンソーと
日本自動車部品総合研究所の力が結集された．

低排熱化による低い熱源でも十二分に暖房を
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デロテータや計測器を使って実験しまし
た」と開発の様子を語る．
　この実験を直接担ったのは，三石の後継
者といえる日本自動車部品総合研究所で研
究3部 33研究室に所属する吉野 悦郎だ．
「イメージデロテータでの可視化を，より
よく見えるようさらに工夫したり，いろい
ろなところに流速計を設置したり，地道に
データを集めていきました」（図1）．
　吉野の控えめな話の中からさらに具体像
を引き出すと，
「一番の工夫は，イメージデロテータで見
える流れがそれまでは暗かったり，ぼやけ
て見えたりしていたので，流れをよりよく
見えるようにするトレーサの種類を変えた
ことです．渦がより鮮明に見えるようにな
りました」．
　こうした実験から，三石は，
「空気の流れの偏りがより大きいこと，流

Leading edge

Blade

Rotating
direction

正圧面

負圧面

エアコン用のシロッコファンは翼の前縁で上図のように流れが剥離し渦を巻
いて正圧面に流れが偏り不均一な流れになってしまっており，これが性能向
上への弊害となっている.

Fig Experimental apparatus

横軸は流れの乱れを示す流速変動V2rmsであり，翼吐出流れをLDVで流
速測定した結果から算出している．縦軸は騒音を示しており，ファン
の吸い込み口から1m上方で測定したものである．具体的には，ファ
ンの吸い込み圧損を変えて吐出流れ（V2rms）を変化させ，それに対応
した騒音を測定．実験装置は下図．

Microphone

流速変動Ｖ2rms(m/s)

Smoke tracer

Rectification net

Air-exhaust ventilator

Bell mouth

Sample fan
(Fan only)

LDV

(b)Small Fan(a)Conventional Fan

従来のファンと小型ファンとの翼間の流れの簡略図（流れ方向での断面図）．小型化すること
で，見かけ上入口角度が大きくなるので，翼前縁剥離領域が広くなることを示しています．

図2　流速変動V2rms と騒音の相関 , 及び実験装置

図1　翼間流れの可視化

図3　流入方向での翼断面

図4　翼断面を解析し小型化したファン
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れの三次元性が強くなっていることを掴む
ことができました」と成果を語る．
　ここから先，設計を担当する今東の仕事
が始まる．
「2層のうち，外気を導入する上側のファ
ンは，上から空気を吸い込み，ファンの周
囲へ風を流し出すという流れをしており，
その中で小型化をすると，翼の下側に偏り
がより大きくなり，流速が上がりすぎて騒
音は大きく，効率は悪化する状況になって
いました（図2，3）．
　そこで，そうした三次元の空気の流れに
対処するため，翼の上から下へ迎え角を変
化させた翼形状としています（図4）．
　一方，内気循環させる下側のファンは，
下から空気を吸い込んで，上へ向かいな
がら側面へ抜ける空気の流れになるので，
翼の出口側も傾斜させた形状にしていま
す．とくに下のファンは，ファンを回転さ
せるためのモータがすぐ下に付いているの
で，風の流れを掴むのは難しかったと思い
ます」と，吉野が行った実験の苦労を労う．
　金属のモータがあることによって，下層
側のファンの様子が簡単には見通せないか
らだ．

　付け加えて酒井は，「単に見えるように
するというなら，透明のケースで確かめる
方法も考えられます．しかし，それで製品
にした際の流れの様子を本当に掴めるの
か？　確証はありません．ですから，でき
るだけ実際の装置で確認したかったので
す」と，開発のこだわりを語る．
　吉野の奮闘により，「可視化のグレード
が上がった」と，酒井も脱帽した．

ファン2層の適合は
それだけで仕事を2倍以上にした

　形状設計は，ファンの翼のみにとどまら
ない．
「ケーシングのほうでも，経路を途中で膨
らませることによって，偏った空気の流れ
をケーシング側でも改善し，気流の乱れを
抑えることができます．それによって，翼
への空気の流れも改善されるという相互関
係があります」と，今東は，全体性能を高
めるための工夫を解説する（図5）．
　このケーシングの形状について，三石は，
「従来の1層のファンであれば，偏りが起
こるファンの下へ気流の乱れを逃がす形状

今東 昇一 Shoichi IMAHIGASHI

株式会社 デンソー
熱開発1部 開発3室 要素開発2課
担当係長

「本当に獲ったんだなと，受賞を実感
しているところです．物を作って世に
出せた嬉しさがまずあります．そのう
えで，初めて学会へ昨年の春に発表
し，それをまとめて自動車技術会へ
応募し，世の中で認めてもらえた名
誉を有り難いと思っています」

酒井 雅晴 Masaharu SAKAI

株式会社 デンソー
研究開発2部 NV技術開発室 
流体機械NV課長
工学博士

「役員から，今後どうするのかと聞
かれた際，後継者に賞を獲らせます
と言っていたので，それが本当に実
現して，驚いたし，そこが嬉しいで
す」

吉野 悦郎 Etsuro YOSHINO

株式会社 日本自動車部品総合研究所
研究3部 33研究室

「そうそうたるメンバーの中での受
賞となり，もったいないと思ってい
ます．もっと貢献できればよかった
と思っているところです」

栗山 直久 Naohisa KURIYAMA

DENSO MANUFACTURING
MICHIGAN, INC
Senior Vice President, Product 
Design Engineering（部長格）

「送風機の静粛性を向上させるには
大きなファンをゆっくり回すのが常
識です．しかし私たちは敢えて小さ
なファンを使い，小型化，消費電力
低減を狙いながらも作動音を低減す
ることにチャレンジしました．今回
の受賞は製品開発担当者だけでなく，
生産技術や工場現場等皆が協力して
成し遂げた成果であり今後の励みに
もなります．ありがとうございます」

三石 康志 Yasushi MITSUISHI

株式会社 日本自動車部品総合研究所
研究3部 34研究室 担当課長

「前回 2010 年に受賞し，すごく嬉しく，
光栄に思っていたので，それをさらに発
展させ，新しい製品に活かせないかとい
う意欲を高次元で持ち続け，2 層式の
難関に立ち向かうことができました．学
会などで発表し，さらにそこで選抜される
ことで，やってきたことが高い水準であ
ることを自覚できるので，若い人たちに
もどんどん外へ発信することを勧めたい
ですね．そうすることで自分のレベルを
認識できるので，いいことだと思います」
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を用いることができますが，今回の2層の
ファンでは，下側にもう一つのファンがあ
るため，ケーシングの形状設計を新しく考
えださなければなりませんでした．
　さらに，上下二つのファンからの送風は，
流れが混ざるエアミックスのエアコンディ
ショナのモード設定があるため，上下の風
を適合させることも苦労した点です」と話
す．

「実際，ファンが上下2層となったことで，
実験に要する手間はほぼ2倍になりました
ね」と今東．「また，上下のファンには仕
切りがありますが，完全に仕切れているわ
けではなく，圧力バランスが崩れると気流
の漏れが生じるので，それによって騒音が
大きくなったり，全体的な効率が落ちてし
まったり，ということが起こり，2層となっ
たことによる苦労は，実際には2倍ではな

く3倍くらいになったでしょうか（笑）」と，
苦笑するのである．
　三石は，
「エアコンディショナは，モード設定に
よって，圧力損失，風量，それらが上下の
ファンで異なるといったいろいろな条件で
使用されるため，ある一つの条件で翼の形
を決めることができないのです．その点で，
ポンプや圧縮機などのファンに比べ，形状
設計が難しくなります」と，補足する．
　さらに，開発途中で，追加の設計変更が
生じた．
「2層式での送風性能については，自動車
メーカさんからとくに課題は出されなかっ
たのですが，車両側の開発で，歩行者保護
性能の確保のため，さらに高さを低くして
ほしいとの要請がありました．20mmは下
げてほしいというのです」と，酒井は続け
た（図6）．

高さを下げるために
すべてのバランスを見直す

　対応するのは，設計担当の今東だ．
「装置の大きさは，エアフィルタの寸法で
決まってしまうので，さらに低くするとな
ると流路が縮まり，気流には不利になりま
す．性能に直結する部分であり，上下の
ファンのバランスを見直し，翼の形状を見
直すという，より精度の高い開発になって
いきました．しかも，開発期間は限られて
いますから，エアコンディショナ開発全体
のリーダである栗山 直久の下，他部署の
協力を得ながら，時間との戦いとなりまし
た」
　そして，酒井は，
「ファンが変わればエアコンディショナの
性能も変わってしまうので，システム全体
の性能試験などもやり直さなければなりま
せん．高さをさらに20mm縮めるため，す
べてに見直しが必要だったのです」と，切
羽詰まった開発の状況を語る．
　数々の課題を乗り越えて完成した，エコ
カー用エアコンディショナの2層送風機は，
2層のファンを持ちながら体格を40％低減
したうえ，電力消費を20％削減，騒音を
4.5dBA改善する成果をもたらした．図6　完成間近で高さ20mm低減に再挑戦した

図5　ファンスクロール断面．ファン吐出流れが衝突する壁面を拡大した
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　出来上がった製品を前に，今東は，
「開発の立ち上げから製品の量産まで，一
貫してすべてにかかわったのは，これが初
めてでしたので，出来上がったときは言葉
にならないほど嬉しかったです．まさにや
り切ったという感じです．これがクルマに
載って走っているんだと，いまだに感慨を
覚えます」と，開発の苦労と達成感を語る．
　酒井は，「改めて，静かなエアコンディ
ショナに出来上がったなと自分でも思い，
静かさの大切さを実感しています．静かと
いうのは価値なのだと分かり，しかも，実
際に乗っていて心地よいと」．
　いっそうの静かさを求めながら，酒井は，
どういう静かさであることがいいのか，今
後も極めていきたいとも話す．
　三石は，そういう酒井の言葉に頷きなが
ら，「無響室にいるような静かさが快適な
のかどうか．人間が心地よいと思えるのは
何だろうということですね．個人差があり
ながら，多くの人が満足できる音を酒井は
追求しようとしています．

　私個人としては，会社生活のおよそ3/4
を送風機とかかわり，これが一つの集大成
だと思っています．これまでの経験を活か
し，やり切ったと思います」と言って，満
足げな表情を見せてくれた．
　そして，吉野は，「三石の仕事を引き継
ぐまでは流体の仕事をしていなかったので，
今東たちの足を引っ張らないよう開発につ
いて行ければと思ってやってきましたから，
完成した嬉しさは確かにあります．しかし，
これからもっと先の開発で，より貢献でき
るようになりたいという思いのほうが強い
です」と，若者らしい抱負を語った．
　今後へ向けて，酒井は，「クルマがより
静かになり，CO2排出規制も厳しさを増し，
さらに小型・省電力・低騒音が求められた
とき，いま私は音の研究をする部署へ異動
しているので，静かさをもっと追求してい
きたいと思います．とくにエアコンディ
ショナは人に対して風を送るもので，エン
ジンなど機械を冷やすのとは違うところで
のやりがいも感じています．聞き心地，風

の当たり心地といった，感性に訴える仕事
を目指していきたいです」と，今後への抱
負を述べた．
　その酒井の仕事を引き継いだ今東は，「ク
ルマを取り巻く環境が厳しくなっているの
で，酒井とともに低騒音を突き詰めていき
たいですし，さらに，ファンの開発だけで
なく，エアコンディショナという装置が今
後どうあるべきか，その全体像も考えてい
きたいと思います」と，時代の変革を技術
へ置き換えようとしている．
　可視化や計測に取り組んできた吉野は，
「これまでは断面的に流れをとらえてきま
したが，今後は三次元的な解析が求められ
てくるのではないかと思っています．その
ためのアイディアを，これからどんどん出
していきたいと思います」と言う．
　最後に三石は，
「いまは燃料電池の開発にかかわるように
なり，ファンで培った経験を活かし，電動
車両の振動・騒音対策に取り組んでいきた
い」と述べるのであった．



図表、写真がカラーとなり、見やすさが大幅に向上
新しく「人間工学編」(第3分冊 )を追加

好評発売中!!
第 1分冊　基礎・理論 編
第 2分冊　環境・安全・情報 編
第 3分冊　人間工学 編（2016 年 3月発行）
第 7分冊　設計（EV・ハイブリッド）編
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第 1分冊 基礎第 1第 1分分冊分冊分冊 基礎基礎基礎・理論 編理論理論理論 編編編

【申し込み及びお問い合わせ先】

102-0076　東京都千代田区五番町 10-2
公益社団法人自動車技術会　出版グループ
Tel.03-3262-8215
E-mail:book@jsae.or.jp【URL】http://tech.jsae.or.jp/hanbai/
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