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1. はじめに 
2021 年 5 月 26 日（水）〜7 月 30 日（金）にかけ

て「自動車技術展：人とくるまのテクノロジー展

2021 オンライン」が開催されました(1)。本イベント

は自動車技術会が主催する国内最大級の自動車技術

展です。新型コロナウイルスの影響で横浜と名古屋

で開催予定だった技術展がオンライン開催となりま

したが、国内外の自動車関連企業 458 社が各社の技

術展示や講演を行われました。会期中の来場登録者

数は 52,636 名、オンライン開催により、複数日にわ

たって入場した来場者が多かったことから、延べ訪

問者数は 212,495 名と多くの方が参加されました。 

私は大学院で自動車関連部品の構造に関する研究

を行っており、自動車の開発工程や実際の開発で用

いられる技術に興味があります。そこで今回は、自

動車の開発で扱われている技術に関して、最新の考

え方や技術を知りたいと思い、数ある展示や講演の

中から、トヨタ自動車株式会社様の新車開発講演を

拝聴させていただきました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 人とくるまのテクノロジー展 2021 
オンライン(2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 新型 MIRAI(4) 

2. 新型 MIRAI の開発と 
水素社会実現にかけた想い 

トヨタ自動車株式会社 様 
燃料電池電気自動車（以下、FCEV）の本格普及の

牽引を目指して開発された新型 MIRAI にかける想

いを中心にして、水素社会の実現に向けた役割や、

FCEV の普及に向けた戦略、デザインやプラットフ

ォームなどの車両性能など各開発技術者様のご講演

がありました。 
 
I. カーボンニュートラル、水素社会の実現に 

向けた燃料電池自動車 MIRAI の開発 
講演者：田中 義和 氏 

MIRAI を開発するにあたり、水素に着目した理由

は、使用時に二酸化炭素を出さないこと、様々なも

のから作ることが出来ること、またエネルギー密度

が高く、「貯められる」「運べる」ことがゼロエミッ

ションや使い勝手の良さなどのメリットに繋がるか

らと考えられています。初代 MIRAI の販売で FCEV
の市場開拓を行いましたが、今後は燃料電池を商用

車に活用し、水素需要拡大や FCEV の社会受容性を

あげていきたいとのことです。 
以上より、新型 MIRAI が果たすべき役割は FCEV

の魅力を伝え、水素の可能性を実感してもらうこと

で、水素エネルギー社会実現の起爆剤になることで

す。そのような自動車を開発するために、プロポー

ション、走り、居住性、水素搭載量を重点的に評価

され、レクサス LS にも使用されている GA-L プラッ

トフォームやリア（以下、Rr）駆動を選択されまし

た。初代 MIRAI から FC スタックとモーターの位置

や、水素タンクの本数を増加することで、Rr 駆動の

ハンドリングや水素搭載量を改善されました。 
また、FCEV だから提供できる新たな価値につい

て、空気清浄機能や外部給電機能が挙げられるそう

です。走るほど空気をきれいにするマイナスエミッ

ションや、非常時の電源としての活躍など、燃料電

池を活用して社会を支えるモビリティになる未来を

切り開いてきたいと考えているとのことです。 
 
 



 

 

 

 
II. 新型 MIRAI のスタイリングとデザイン 

講演者：久保田 憲 氏 
初代 MIRAI のデザインは、FCEV の登場を世に知

ってもらうために独自性や新規性が求められました

が、新型 MIRAI では更なる FCEV の普及のために、

エモーショナルで魅力的なデザインが重要だと考え

られています。初代 MIRAI では FC スタックは前席

下に配置されていましたが、新型 MIRAI ではフード

下に配置することで、65 mm の低全高化を実現され

たそうです。また、レクサス LS と同じ FR プラット

フォームを採用することで、全高とタイヤ外径の比

率は、1470 mm の全高に対して 740 mm のタイヤ外

径を採用し、スポーツカー並みのプロポーションを

獲得することを実現されました。 
エクステリアは Rr タイヤに重心をかけたロング

ノーズプロポーションや、後方に抜けの良いファス

トバックスタイルを掛け合わせることで、全身でス

ピード感を表現しており、正背面では摩擦抵抗がな

く地表にエッジを効かせるように、軽快さと安定感

の両立を狙ったスタイルとなっているそうです。Rr
バンパー下の開口は排気孔ではなく、気流による負

圧を利用してオイルクーラーを冷やすためのものと

なっているそうです。室内では、上方の解放感や下

周りの包まれ感、実寸法以上の拡がり感の演出、ま

た、新規開発された温かみのある金属質感にこだわ

ったカッパー加飾によって、上質で爽快なドライビ

ングプレジャーを実現されたそうです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3 新型 MIRAI のデザインとプロポーション(4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4 リアバンパー下の開口部(4) 

 
III. 新型 MIRAI の燃料電池システム 

講演者：高橋 剛 氏 
初代 MIRAI から新型 MIRAI で FC スタックや長

尺水素タンクの位置を移動することにより、乗員数

や水素タンクの数の増加が達成されました。 
FC スタックについては、単位体積当たりの出力や

大きさを改善させ、小型・高出力化を実現されたそ

うです。出力向上ポイントの一つは電極触媒の材料

開発であり、カーボン担体を中実から多孔質に変え

ることで触媒の分散性を向上させ、効率よく発電で

きるようになったそうです。水素タンクについては、

カーボンファイバー強度を向上し、カーボンファイ

バー層の厚みを低減させることにより、貯蔵性能を

向上されました。水素搭載量や車両効率の向上によ

り、航続距離を 30 %増加することが出来たそうです。 
生産性については、FC スタックのコンパクト化や

触媒使用量の低減、システム部品の小型化や使用部

材の量の削減により、FC システムのコストを約 1/3
に低減し、3 倍程度の投資で 10 倍程度の生産規模を

実現されたそうです。 
 

IV. 新型 MIRAI の FC スタックの 
生産技術向上（高速接着技術） 

講演者：曽田 智之 氏 
FC スタックは、電極とセパレータから成るセル、

スタックケース、FCPC から構成されています。電

極とセパレータを接着し一体化することをセル化と

呼びます。第一世代ではゴムの成形と熱硬化に時間

がかかり、セルを作成するのに十数分かかっていた

のに対し、熱可塑樹脂接着に着目し、ポリプロピレ

ンが主成分の接着剤を使用することで、第二世代で

は数秒でセルの作成が可能になったそうです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5 各世代の FC スタック(4) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

V. 新型 MIRAI の高圧水素タンクの 
生産技術向上 

講演者：林 禎 氏 
高圧水素タンクは、樹脂ライナに炭素繊維を巻き

付けて生産されています。張力を制御しながら、炭

素繊維を樹脂ライナに巻き付ける工程を高速フィラ

メントワインディングと呼んでおり、第二世代で高

速・高能率な生産技術に挑戦されたそうです。高速

フィラメントワインディング工程での可動部重量と

動作機構の大幅な見直しにより、速度は 2.1 倍、加

速度は 1.5 倍となり、高速化が実現されたそうです。

また、巻き位置測定では、第一世代ではノギスを用

いて手作業で行っていたことを、第二世代では画像

処理やレーザーセンサを用いることで測定時間が

90 %削減され、生産性向上と品質を両立することが

可能となったそうです。結果的に、加工時間と測定

時間の削減により、生産時間を 66 %低減され、生産

性 3 倍が実現されたそうです。 
 
 
 
 

 
 
 
 
図 6 新型 MIRAI に積まれている水素タンク(4) 

 
VI. 新型 MIRAI マイナスエミッション開発 

講演者：市川 哲也 氏 島上 真一 氏 
マイナスエミッションとは、汚染物質を含む空気

を吸入し、綺麗な空気を排気することによって、ゼ

ロエミッションを超えた地球環境への貢献を自動車

で実現することです。外気を吸気し、ダストと化学

物質を除去可能なフィルタを内部に設定したエアク

リーナーに通し、浄化後の空気を発電に使用したり、

排気することで、大気浄化を実現したそうです。 
また、どの程度空気をきれいにしたか分かるよう、

センターディスプレイにエアピュリフィケーション

メーターを配置し、瞬時の空気清浄量をアナログメ

ーター上で表現したり、積算の空気清浄量をランナ

ーのイラストや数字を用いて表現されたそうです。 
 
 
 
 
 
 
 

図 7 エアピュリフィケーションメーター(4) 
VII. 新型 MIRAI の車両性能と開発 

講演者： 野正 斉 氏  井上 眞 氏 
熊澤 靖元 氏 寺本 大輔 氏 
岡部 高明 氏 石川 哲平 氏 

片山 智之 氏 
初代 MIRAI では、航続距離やインフラへの不安の

声が多く、新型 MIRAI を開発する上で、航続距離

500 km 以上を目標にされたそうです。航続距離延長

のため、燃費面では、全高やタイヤの転がり抵抗の

低減にこだわり、水素搭載量の面では、GA-L プラ

ットフォームを採用することで、センタートンネル

をタンク搭載部として活用したり、大径タイヤの採

用が可能なため、タンク径を確保できたそうです。 
プラットフォームの骨格について、主要骨格は衝

突性能等を満足させるために変化させず、フロア関

係部は水素タンクを搭載するため、新規に設計され

たそうです。センタートンネルについて、フロント

（以下、Fr）シートの位置を見直し、フロアトンネ

ルを拡幅させ、タンク径拡大を実現されました。Rr
シート下部については、タンク径確保のため、サイ

ドメンバが外側にあり大径タイヤが採用可能な LS
ベースを採用されたそうです。また、床下をフルカ

バー化することで、走行抵抗低減や、操縦安定性の

向上やロードノイズの低減を実現されたそうです。 
上質な乗り心地と静粛性や動的性能の実現のため

のボデー剛性について、Fr ボデー剛性では、床下シ

ェアプレート構造などの Fr ボデーの横振れ抑制や、

Fr ボデーの剛性やステアリングの支持剛性を増加さ

せる構造を採用されました。Rr ボデーの剛性につい

ては、Rr サスペンションタワーの間のシェアパネル

に V 字ビードを設けたり、ラゲージ開口部に環状構

造を構成することで剛性の増加を実現されました。

サスペンションタワーの着力点剛性では、Fr サスペ

ンションタワーにアルミダイキャストを用いること

で、優れた着力点剛性と軽量化を実現されました。

Rr サスペンションタワーでは、専用に設計し直し、

取り付け面にビードを通すことで、着力点剛性の増

加を実現されました。ボデー全体の剛性について、

フロア骨格部の連続フランジ化により、ねじり、曲

げ剛性の向上や、構造用接着剤、レーザー溶接、LSW
を用いて結合剛性の向上を実現させたそうです。 
ドライバーが加速レスポンスを実感するため、後

輪駆動で頭の前後方向の揺れを低減することにより、

シートから体全体が押される加速感を実現されまし

た。コーナリングについて、ステアリングのモータ

ーアシストをラックアシストにすることで、ステア

リングが向上し、コーナリングが正確になったそう

です。また、目線の動かされを減少させるために、

ばねやスタビライザー、アームブッシュの最適化を



 

 

 

行ったそうです。ショックアブソーバーには、適切

な摩擦を付与することで、レスポンスの良い動き出

しやライントレース性の向上が実現されたそうです。

振動については、FC ユニットの懸架系を高ばね化す

ることでサスペンションと共振分散し、振動低減を

実現し乗り心地と操縦安定性を両立させたそうです。 
FCEV の静粛性について、発音源はエアーコンプ

レッサーの作動音や気流音のため、音や振動の徹底

的な低減にこだわったそうです。ロードノイズにつ

いては、フロアパネル毎の共振周波数を分散させる

ことで、静粛性を実現されたそうです。エンジン音

の代わりとなる走行サウンドについては、2500 種類

以上の音色を作成し、音を出すタイミング、ボリュ

ーム、フェードアウトの仕方までこだわって仕上げ

られたそうです。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 8 新型 MIRAI とレクサス LS の骨格の相違(4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 9 共振分散による乗り心地の改善(4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 10 ロードノイズ低減の取り組み(4) 

 
VIII. 新型 MIRAI の塗装生産技術 

講演者：那須 礼学 氏 
初代 MIRAI よりも金属感や鮮やかさが良い、新色

であるフォースブルーについて、究極の濁りのない

ブルーを表現するために、下層にシルバーの光制御

を行い、上層に透明度の高い青顔料を塗り重ねるこ

とにより今までにない質感を表現されたそうです。 
膜厚変動による色変化が大きく、色調マッチング

不良や色ムラが発生してしまう課題に直面されたそ

うです。そこで、塗料を霧状に吹き付け、均一に振

り重ねることができる一般部と膜厚が集中してしま

う端部に分け、端部においては吹き付け時間を最適

化することで膜厚変動を半減させているそうです。 
 

IX. 本格量産に向けた生技開発 
水素タンク取り付け 

講演者：西條 豪師 氏 
新型 MIRAI の量産に向けて、クラウンやノア、ヴ

ォクシーと混流するラインを計画されたそうですが、

車両構造の違いにより、混流の難しさが発生したそ

うです。具体的には、FC スタックはエンジンの代わ

りに、Rr モーターは Rr デフの代わりに組付けるこ

とが出来ますが、水素タンクはスペースや物流の観

点から混流して組付けることが難しかったそうです。

そこで、塗装工場から水素タンク組付け工程を経由

させてから組み立て工場に運び入れることによって、

従来の組み立てラインの最小限の変更で混流できる

ようになったそうです。水素タンク組付け工程で組

付けられる水素タンク ASSY は、組付け治具の上に

配置されており、相対位置を正確に保ったまま車両

に取り付けことが出来るそうです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 11 水素タンク ASSY と組付け治具(4) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
X. Toyota Teammate Advanced Drive の開発 

講演者：川崎 智哉 氏 
Toyota Teammate Advanced Drive は、人とクルマが

同じ目的を目指し、見守り、助け合うという気持ち

が通った仲間の関係を築くという Mobility Teammate 
Concept に基づき、ハンズオフでの車線・車間維持走

行の実現のため開発されたものです。構成する主要

部品は、従来のものに加えてコンピュータやアクチ

ェーターユニットを新しく新設したそうです。自動

運転技術の中のひとつである周辺を認識するセンサ

は、従来のレーダーとカメラに加え、250 m を超え

る車両検出が可能となった望遠カメラと 200 m を超

える車両検出が可能で、汚れた際に自動で洗浄する

ウォッシャシステムを持つ LiDAR（ライダー）を新

規に設定されたそうです。また、無線交信機能で地

図データを更新できる高精度地図を用いているそう

です。自車の位置を正確に特定する自己位置推定で

は、GPS と衛星システムを用いて位置を推定し、カ

メラ、レーダー、LiDAR（ライダー）を用いて詳細

に位置の補正を行えるようにしたそうです。さらに、

周辺車両への配慮の意思決定に関する事例に関して

は、合流などで自分の前に入ってくる車を見つけた

際は、早めに減速されること、大型車を追い抜く際

は少し離れて追い抜くことを実現されたそうです。 
HMI(Human Machine Interface)と車両制御について、

センサ、演算、アクチュエータ、通信、電源の冗長

化を行ったシステムを開発され、緊急ブレーキの性

能を向上し、時速 125km からの衝突回避を実現され

たそうです。検証と妥当性の確認には、実車だけで

なく、仮想世界や実世界のシミュレーション、MILS 
(Model In the Loop Shimulation)や HILS (Hardware In 
the Loop Simulation)を用いられたそうです。また、無

線交信機能では、無線でソフトウェアを書き換える

ことで、ハードウェアを変えることなく最新の性能

や新しい機能を届けることができるほか、自動車会

社にとっても、どのように車が使用されているか知

ることが出来るそうです。 
 

 
図 12 望遠カメラと自己位置推定カメラ(4) 

 

 

 
図 13 車体下部に取り付けられている 

 LiDAR（ライダー）(4) 
 

 
図 14 正確な自己位置推定結果(4) 

 
XI. 低二酸化炭素 

リサイクルアルミニウム材の開発 
講演者：西川 直樹 氏 

車体の材料であるアルミニウムは、アルミナを電

気分解し原料を取り出す製造時の二酸化炭素排出量

が自動車を製作する全行程の内、約 90 %と多く、二

酸化炭素削減手段が課題となっていたそうです。そ

こで、原料を製造する量を減らすため、クラッド材

などの複数の合金を重ねて製造されるアルミニウム

の端材であるスクラップを 50 %投入しても自動車

用アルミニウムとして成立するアルミニウム材を開

発されたそうです。 
アルミ圧延工程では、リサイクル材を用いること

により、金属間化合物が多く存在し、伸びや強度が

出にくくなるそうです。そこで、圧延の条件の最適

化を行い、材料特性を改善されたそうです。 
自動車製造工程では、伸びの低下により成形性が

悪化したためビード部高さを低く設定し、形状の最

適化を行ったそうです。結果的に、従来材と比べて、

二酸化炭素排出量 50 %削減を実現されたそうです。 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

図 15 リサイクル材が材料に用いられた 
MIRAI フードインナー(4) 

 

 
図 16 アルミニウムが自動車部品と 

なるまでの工程(4) 
 

 

図 17 従来材とリサイクル材の 
金属間化合物の比較(4) 

 
3. まとめ 

本講演を拝聴し、ひとつの自動車や水素社会実現

という夢にかける熱い思いが伝わってきました。各

開発者が込めた思いが、それぞれの分野で技術とな

り世界に広がっていく素晴らしさを知ることが出来

ました。新車を開発する上での技術や考え方につい

て、自分の専門分野だけでなく、自動運転や燃料電

池、生産技術まで、様々な知見を得られることがで

きました。各ご講演は、実際の車体を用いたり、用

語を解説しながら詳しくお話いただいたこともあり、

自分の専門分野以外のパートでも理解することが出

来ました。特に、自動車の性能を開発する上で、開

発者だけでなく、車両運動性能の匠(開発や性能のお

目付け役)の方が関わり、乗り心地や運転性能を評価

されているということに驚きました。今回得た経験

は、今後の研究活動やエンジニアとしての考え方に

活かしていきたいと考えています。 
本講演は全体で約 2 時間という長時間に及びまし

たが、動画配信形式のオンライン開催だったことも

あり、日を改めて分割して拝聴することができまし

た。また、開発責任者様だけでなく各分野の開発技

術者様からご講演があり、普段は聞くことが出来な

いような技術的なお話や考え方、デザインのフィー

リングなどを直接聞くことができ、非常に良かった

と感じました。しかし、質疑応答のように詳しくお

話を聞くことはできなかったため、少し残念でした。 
人とくるまのテクノロジー展では、専門分野だけ

でなく、様々な技術や考え方を知ることが出来ます。

今年度はオンライン開催となってしまいましたが、

来年度以降、是非イベントページを訪問したり、会

場に足を運んでみてはいかがでしょうか。 
 

 

図 18 新型 MIRAI 開発技術者の皆様(4) 
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