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けすぎていたためです．必要な時に必要な

四輪駆動は走行安定性が高いが，燃費が悪い．

だけトルクを掛ければ，燃費を悪化させず

そんな常識に挑戦した開発が行われた．

に済みます．前輪で走れる場面では前輪で

なぜ燃費が悪いのか．必要以上のトルクをかけていたからだ．

走り，後輪にトルクを配分することが必要

では最適にトルク配分しよう．

な時はいつなのかを考えました」と開発の

それはもう一つの燃費悪化要因である，

手掛かりを話す．

駆動による機械損失も減らすことにつながった．

その手掛かりをどう開発につなげていっ
たのか．八木は続けて，
「運転者が，タイヤの滑りを感じる前に後

四輪駆動の燃費が悪いのは
駆動トルクの掛け過ぎ
四輪駆動は，タイヤに伝えられるトルク
を4輪に分散するため，タイヤのグリップ
限界である摩擦円を有効に活かすことがで

じで，安心・安全を提供し，四輪駆動に

輪へトルク配分すれば，最小の伝達トルク

よって普通に運転できることにこだわって

でタイヤの滑りを抑えられるだろうと考え

います．そのうえで，四輪駆動車なのに低

ました．その際，タイヤが滑る量は路面状

燃費だという理想を掲げ，技術のブレイク

況によって異なりますから，予め路面状況

スルーによって，走りと燃費を両立させる

を知る必要があります．そこで，停止して

ことを目指しました」と語る（図1）．

いても，ハンドルを操作したときタイヤが

四輪駆動でありながら，燃費を改善する

路面をこすることで摩擦を測ることができ

鍵を握るのは，損失の低減だ．パワートレ

るのではないかとも考えました」と言う（図

前輪駆動車の場合は，とくに前輪に駆動

イン開発本部 ドライブトレイン開発部 第

2）．

と操舵の両方の機能が集中するため，タイ

2ドライブトレイン開発グループ アシスタ

ヤの負担はより高くなり，グリップの限界

ントマネージャーの八木 康は，

イン開発本部 ドライブトレイン開発部 第

を超える可能性も考えられる．たとえば冬

「一番の肝となるのがタイヤです．タイヤ

2ドライブトレイン開発グループのマネー

の雪道などでは路面の摩擦係数が下がるこ

が走行中にどのような状態にあるかを捉え

ジャーである松田 光伸は，次のようにみ

とにより，そもそもタイヤが発揮できるグ

ること．これまで四輪駆動車の燃費が悪

ていた．

リップ限界も下がり，スリップを起こしや

かった理由は，駆動トルクを必要以上に掛

「八木の苦労は，路面の摩擦係数や，道路

き，走行安定性に貢献する．

そうした八木の取り組みを，パワートレ

すくなる．
その点，四輪駆動車であれば，前後のタ
イヤでトルクを分担することが可能になり，
摩擦係数の低い滑りやすい路面状況におい
ても，タイヤがグリップを維持しやすくな
る．
一方，四輪駆動では，エンジンからの駆
動力を伝達する経路が増えることにより，
機械損失が増え，二輪駆動に比べ燃費が悪
化傾向にある．今日，燃費性能は消費者に

図1

AWD 駆動力配分とエネルギー損失

とって重要項目の一つであり，また，気候
変動への影響や省エネルギーの取り組みも
含め，自動車の高効率化は欠かすことので
きない状況となっている．
そこで，四輪駆動の利点を享受しながら，
燃費を悪化させないための開発が行われた．
その背景について，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，
「マツダが目指すのは，“人馬一体”のクル
マづくりであり，それは，いつでも，どこ
でも，どんな道でも，人が意のままに運転
できることです．このことは，雪上でも同

駆動反力による路面摩擦判定

図2

ステアリング反力による路面摩擦判定

i-ACTIV AWD の路面摩擦判定
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の勾配，外気温の違い，さらに真っ直ぐ
走っているかカーブを曲がっているのかな
ど，天文学的な組み合わせとなる状況の違
いに対して，その一つひとつについて，ど
れだけトルクを配分すればいいか，本当に
必要な量を確認し，積み上げていくことで
した．いつ，どのような時に必要かは，あ
る程度想定できます．しかし，配分すべき
トルク量は，実際に走ってみて，実験結果
を積み上げていくしか方法はありません」
と，苦労をねぎらう．
土井は，「路面が様々な条件により微妙

図3

タイヤの微小スリップと不感帯

に変化していくなかで，タイヤと路面の摩
擦がどう変わっていくかという知見は，一

必要最小限のトルク配分で燃費向上

般にはありませんでした．ですから，我々
が自ら計測器を自動車に取り付け，いろい
ろな道を走ってみるしかなかった．しかし
そのおかげで，滑りを判定するための知見
が手元に残りました．そうしたなかで，止

トルクを 4 輪に分担させることで走行安定性を実現する四輪駆動は，一方，駆動系の機構が
増えるなどによる損失によって燃費が悪化傾向になる．そこを改善し，四輪駆動の走りと燃費
を両立する開発が行われた．これまで，四輪駆動のトルク配分は，前後のタイヤの回転差を基
に行われてきたが，タイヤは常にわずかな滑りを生じさせながらグリップ力を発生しているという

まっているときにも摩擦を計測できないか

基本に着目し，運転者が感じる前のわずかな滑りを検知し，必要最小限の後輪へのトルク配分

という発想に至り，人が滑りやすい路面で

を実現した．そのため，路面状況に応じたタイヤの滑りから最適なトルク配分を実現する実走

まず靴底を地面に触れて左右に動かし滑り
やすさを確認するのと同じように，ハンド
ルを切ってみれば，パワーステアリングの
反力から路面の摩擦を測ることができるだ

行実験を重ねた．停車中においても，パワーステアリングの反力と操舵角から路面とタイヤの摩
擦を検知する手法も併用した．後輪へトルク配分する機構部分の損失についても，必要最小限
のトルク配分を通じた限界設計により小型軽量化を行い，潤滑油も新規開発による低粘度合成
油とした．さらに，風洞実験を通じ冷却性能を向上させるなど，二輪駆動車に迫る燃費性能を
実現した．

ろうということになったわけです」．
また，運転者が感じる前にタイヤの滑り
を検知する研究開発の中で，人の不感帯が
が，ここも八木が活躍する．
「そもそも，二輪駆動でゆっくり走ってい
るときでも，タイヤは滑りを生じることで

エンジン

あることにも気付かされることになるのだ
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している人は少なかったのです．北海道で
の計測試験で得た結果を上司に報告すると，
定量値でみると説得力があるなという反応
で，北海道で試験をした最大の成果がこれ

ないところにタイヤの滑りを収めていくと

へどう素早く滑らかにつなげるかが，開発

だと言われました．自分としては，当たり

いう，開発の方向性が明確になっていきま

の鍵を握ります」と，丸谷．

前に思っていることでも，計測データで示

した」と振り返る．

その解決のため，微小なトルクを後輪に

すことの大切さに気付かされました」
（図3）．

それを実現するには，人が感じないうち

与え，これによって時間差を詰めて，素早

不感帯について，パワートレイン開発本

に素早く後輪へトルク配分することが不可

いトルク配分の実現につなげていくことに

部 ドライブトレイン開発部 第2ドライブ

欠だ．
「常に4輪にトルクを配分すれば走り

した．

トレイン開発グループのアシスタントマ

は安定しますが，それでは燃費が悪化しま

土井は，
「全体の燃費からすれば，無視

ネージャーである丸谷 哲史は，

す．必要のない時にはトルク配分せず，必

し得る範囲のトルク伝達です」と，説明する．

「人の感じ方を知ることによって，運転者

要となったら瞬時にトルク配分をするには

その最適化のため，松田は「いかに素早

が滑りを感じず，また走りが不安定になら

どうしたらいいか．前輪駆動から四輪駆動

くトルクを立ち上げるかが肝心で，そこは
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「技術開発賞を賜り，ありがとうござ
います．技術者冥利に尽き，嬉しく
思います．妻や子供 2 人も喜んでお 「エンジニアを永年やってきて，何が
り，また友人やサプライヤーの方か
励みになってきたかと言いますと，お
らお祝いの言葉も頂戴しました．こ
客様やジャーナリストからの評価でし
の 5 人が代表ではありますが，多く
たが，この受賞で，開発してきたこ
のメンバーが開発には携わっており， とが間違っていなかったと実感しまし
頂戴した楯はメンバーにお披露目し， た．会社生活のゴールを迎える前に
みなで喜びを共有しました．メンバー
受賞することができたことも，喜び
みんなの受賞だと思いますし，誇り
です．そして，駆動系に脚光が集ま
でもあります．次に開 発している技
り，メンバーみんなが誇りを持てたの
術でも受賞できるよう，邁 進したい
ではないかと思います．関係する皆さ
と思います」
んに感謝します」

「この受賞を，誇らしく思います． 「名誉な賞を戴き感謝しています．楯を
一番うれしかったのは，表彰会場で
家に持ち帰ると，妻と子供が凄いと言っ
胸に赤い花をつけて歩けたことでし
て，喜んでくれました．父や，妻の両親
た（笑）．子供たちにも，ホラホラ
からもお祝いの声をかけてもらい，非常
と自慢できたのがよかったです．北
に嬉しかったです．また，通勤のバスの
海道やニュージーランドでの試験で
中で，同乗した人に凄いねと声を掛けら
長期間不在がちでしたので，親父が
れもしました．この受賞ができたのも，サ
何をしていたのか，形になるものを
プライヤーの方や，開発チームのメン
戴けてよかったです」
バーの御協力と御尽力のおかげであり，
感謝しています」

電子制御の得意なところです．これを構築

しなければならないからです．サプライ

するため，北半球が夏の時期にはニュー

ヤーの方や，車両組立工場にも協力して頂

ジーランドまで出かけ，雪上走行を行って

き，必要な時に必要なだけトルク配分する

煮詰めていきました」と話す．

ことを成立させることができました」と，

加えて，土井が「もちろん，基本は北海

周囲の協力に感謝を述べる．

道の上川郡剣淵町にテストコースがあり，
そこを基点としながら，町の協力を戴き，
冬季閉鎖中の町道をお借りして実際の道で

内側から小さく
軽くしていく

検証できたことは，大きな成果でした」と
剣淵町に感謝を述べる．

走行安定性と燃費向上を両立させるため，

後輪への素早いトルク配分では，実際の

四輪駆動をいかに使うかについては以上だ

トルク配分を行うカップリングの精度も重

が，四輪駆動の燃費を悪化させてきた要因

要だ．制御とともにカップリング機構の開

には，二輪駆動に加えて増える機構部分の

発も担当した丸谷は，

機械損失もある．

「カップリングのバラツキに対処して精度

パワートレイン開発本部 ドライブトレ

を上げるため，カップリングの出荷段階で

イン開発部 第2ドライブトレイン開発グ

単体のトルク特性を全数計測し，車両組付

ループのアシスタントマネージャーである

後に制御プログラムに書き込むことでトル

三戸 英治は，

クバラツキを補正しています．きめ細かい

「どこまで後輪駆動機構を小型化できるか

制御を実現するには，電流に対してカップ

は，どれくらいの駆動力が掛かるのか，必

リングを締結する特性をプログラムで調整

要とされているのかという点とのせめぎあ

三戸 英治 Eiji MITO
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2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
「名誉なことで，嬉しく思っています．四
輪駆動で受賞できるとは思っていません
でしたので，なおさらでした．周りの人た
ちの反響も有り難く，家族は仕事のこと
を詳しくは知りませんでしたから，凄いね
と，喜んでくれました．ほかの部署の方々
からも，おめでとうと言って戴き嬉しかっ
たと同時に，開発に協力してくださった
みなさんに感謝しています」
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いでした．ここを，八木とすり合わせしな

滑油について，これまであまり進化はな

がら設計を進めました．

かったと，三戸は打ち明ける．

「そこは，購買担当との綱引きになりまし

そして，中の歯車を小さくすれば，ケー

「同じ部署内に，オートマチックトランス

たが，単価は高くても，使用量を半減すれ

スも小さくなります．ケースの設計では，

ミッションの開発チームが居て，そこで

ば採算が合うのではないかと折衝しまし

ベテランが肉厚を決めて強度や剛性を解析

はATフルードを進化させてきていたので，

た」と熱意がこもる．

していくと，耐久性の面から肉厚を上げて

彼らから学びながら開発を行いました．

ただし，価格が高くなる．松田は，

また，三戸は，潤滑油の乱れをなくす取

いく傾向になります．ここにコンピュータ

従来は，鉱物油を使っていましたが，半

シミュレーションによる，入力に対し剛性

鉱物油，合成油それぞれについても検討し，

「アクリルを使い，機構全体を外から見る

最大，体積最小を求める，位相最適化の手

その結果，低抵抗を極めるには合成油であ

ことのできるケースを作り，潤滑油の様子

法を取り入れ，最小寸法で，高剛性・高強

ることにたどり着きました」
（図5）．

を目視できるようにしました．従来は，ア

り組みも行っている．

度を探っていき，最終的には肉厚を従来の
6mmから2.5mmまで，半分以下に下げる
ことができました（図4）．
4輪の駆動のさせ方という考えとすり合
わせをしながら，シミュレーションもうま
く利用した成果です」．
この開発の道筋を，松田は次のように解
き明かす．
「軽量化の基本は小型化です．その際，内
側の機構から限界設計で小さくすると，実
現することができます．たとえば，ドライ
ブシャフトをまず細くする．すると，ベア
リングも歯車も小さくできます．そして，
ケースも小型化できる．逆に，外のケース
を小型化するという考えで始めると，耐久
性は大丈夫なのかとか背反する懸念材料が
出てくるので，なかなか狙い通りに小型化

図5

合成油で抵抗を減らした
ハイポイドギヤ（下）

図4

肉厚を半分以下にしたデフケース

図6

右の従来型デフケースと内部潤滑油の流れを見るために作られたアクリルケース

を達成することはできません．
マツダでは“一括企画”といって，この先
の商品群について，一車種ずつ企画するの
ではなく，一括して計画を立てることをし
ています．これにより，将来的にこの四輪
駆動を必要とする車種が事前に明らかにな
りますから，そこを見越して要素設計する
ことができます．今回の例でいえば，デミ
オからCX-9まで，車両重量やエンジンの
諸元まで先が見えていましたから，最も大
型のCX-9で通用する機構なら，CX-5には
問題なく使えることになり，実際，台上試
験で評価する際に壊れるということはあり
ませんでしたし，実車に搭載しても壊れて
対策に追われたことはありません」．
丸谷は，「トルクの使い方と，物の作り
方の二つが，相乗効果で良い結果を生み出
したといえます」と話す．
機械損失の低減では，潤滑油の開発も重

（a）形状最適化前

要性を帯びた．実は，ハイポイドギヤの潤

図7
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乱れの抑止

オイル流れの乱れ

（b）形状最適化後

RDU 内のオイル挙動 CAE
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ルミニウムのケースに部分的に穴を空け，

木は，
「二つあります．一つは，座右の銘

松田は，
「基礎技術を磨くことの大切さ

アクリル板を張って中を覗いて見られるよ

のようではありますけれど，できると思っ

です．ノーベル賞を受賞される先生方も，

うにしていたのですが，それでは，たとえ

たらできるということを実感しました．も

基礎研究の大切さを説いておられますが，

ば乱流そのものは確認できても，その先で

う一つは，自動車を走らせているのはタイ

基礎研究は今日の糧とはなりにくいかもし

潤滑油がどうなっているのかが分かりませ

ヤだということに改めて思い至ったことで

れません．しかし，それがいかに役立つも

ん．しかし今回は全体が透けて見えるので

す．タイヤをどう使うか，タイヤを介して

のであるかをしっかり考え，資源としてい

流れを確認でき，流れを整える整流フィン

のやりとりに，改めて気づかされました」

くのが私の役目だと思っています．また，

を設け，潤滑油を滑らかに流せることによ

と話す．

理想とは，単に抵抗ゼロを目指す夢のよう

り，潤滑の抵抗も減らすことができ，また，

丸谷は，
「挑戦が大事だということ．技

潤滑油の使用量を減らすことができました．

術者は，挑戦したいと思う一方で，失敗を

実際にケースの中をすべて見られたことは，

恐れ躊躇するところがあります．しかし，

そして土井は，
「人間の特性をしっかり

私にとって衝撃でした」と，クリアケース

思い切ってやってみれば，課題が見えてく

見据えたうえで，理想を目指し，志高く，

の効果に満足した様子である（図6，7）．

るので，挑戦することが何より大事である

やり切れたのがこの開発の良かったところ

と思いました．もう一つは，理想を掲げ，

だと思っています．毎年，メンバーと一緒

「可視化できたことは，潤滑油の渦をマク

開発に取り組むことです．制約などあって

に北海道へ行き，自らハンドルを握って運

ロでとらえ，机上とのすり合わせも行うこ

困難も伴いますが，それは技術者にとって

転しましたが，雪道で普通に運転できる嬉

とができました．そして，損失を抑えれば，

幸せなことだと思っています」
．

しさを実感しました．理想に向けてはまだ

その成果については，土井も，

なことではなく，理論的に説明できる限界
を追求することだと考えています」．

燃費だけでなく，潤滑油の温度が上がらな

三戸は，
「理想を描いて開発する大切さ

くなり，劣化も抑えられるのです」と，成

を痛感しました．20年来ユニット担当をし

果の大きさを説明するのである．

てきて，これまであまり進化を実感してこ

この四輪駆動技術の導入により，燃費に

なかったのですが，クリアケースで内部を

対する懸念が軽減され，また，運転者が滑

見，潤滑油の理想を追求したことで，これ

りを意識することなく，いつもと同様に運

ほど変わるものなのか，自分でも驚いてい

転できる安心から，マツダの四輪駆動車販

ます．肉厚を半分以下の2.5mmという限界

売はこれまでの倍以上に伸びているという．

基礎技術を磨き
理想を描いて開発する
この開発を通じて得たものについて，八

課題もありますが，さらに技術を磨いてい
きたいと思っています」．

設計もできました」
．
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