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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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どんな時でも，いつも後ろが見えなければ
―日産自動車（株）―

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」



Chapter

42

7
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



47

外気・内気流路を分ける2層送風機をいかに小型化・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―

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

新
版
自動車技術自動車技術

がカ となカカ なとな真ががが真がカ となりりり 向上向上幅に向幅に向大幅大幅が大大見やすさがややすささす がが見やすさが大幅に向

ハンドブックハンドブック

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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