新たな100年に向かって
スズキの CASE新技術への取り組み（その2）
自動車業界に訪れている100 年に一度の大変革は、
技術だけでなくビジネスモデルの変革も推し進めています。
スズキは、人々の暮らしをモビリティを通じて豊かにするため、
技術開発とともに新しいサービスの創出に取り組んでいます。
今回は、スズキが取り組む電動化技術、コネクテッド技術、
新モビリティサービスを紹介します。

パワートレイン電動化の取り組み
スズキは、減速時の回生エネルギーを利用する「エネチャー
ジ」
を皮切りに、モータによりエンジンをアシストする「マイルド
ハイブリッド」
、モータによる EV 走行も可能とした「ハイブリッ
ド」
、また欧州においては電源構成を 12V から 48V に変更した

スズキの電動化技術の積み上げ

リチウムイオンバッテリパック
IN
OUT

「48V マイルドハイブリッド」などの電動化技術を開発してき
ました。
このような電動化技術の積み上げにより、
「マイルドハイブ
リッド」を含めたハイブリッド車の販売比率は、スズキの四輪

用
IS 鉛電池

タンデムスタータ

高出力オルタネータ

車 国 内 販 売 台 数 67.2 万 台（2019 年 度 ）の 51.7% を占めて
います。今後、
「スズキ環境ビジョン 2050」に基づき、ＣＯ２削

一般負荷

走行必要負荷
被保護負荷

エネチャージシステム

減に向け、プラグインハイブリッド、電気自動車など、さらなる
「電動化」
に取り組んでまいります。
スズキの電動化技術は次のように進化してきました。
●エネチャージ 2012年～
減速時の運動エネルギーをオルタネータ（発電機）で電気
エネルギーに変換し、リチウムイオンバッテリと鉛バッテリに
充電。この電力を電装品に供給し、ガソリンで発電する量を
減らし、燃料消費を抑制します。
●マイルドハイブリッド 2014年～
「エネチャージ」で培ったエネルギーマネジメント技術をさら
に進化させました。従来のオルタネータに換え、モータ機能付

ISG
12V Li-ion battery

ISG

I ntegrated
Starter
G enerator
12V マイルドハイブリッドシステム
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発電機（Integrated Starter Generator、以下 ISG）を採用
し、回生発電で回収したエネルギーを電装品の電力や駆動ア
シストに利用して燃料消費を抑制します。また、ISG はスター
タモータとしての機能を持ち、エンジン再始動時の静粛性を
高めました。マイルドハイブリッドは当初、
「 S- エネチャージ」の
名称で登場しました。
やらまいか 10 号
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新たな100年に向かって 

スズキの CASE新技術への取り組み（その2）
パワーパック

●ハイブリッド 2016年〜
クト感があるオートギアシフト（Auto Gear Shift、以下 AGS)

MGU
ST

に、コンパクトな駆動用モータ (Motor Generator Unit 、

トランスミッション

ブリッドです。
MGUと高電圧リチウムイオンバッテリの組み合わせにより

SW

12V
Pbバッテリ

エンジン
一般負荷

電力（12V 系）
電力（100V 系）

スズキは、将来のモビリティサービスに向けて様々な実証実験

12VLi 電池パック

ISG

AGS

以下 MGU) を組み合わせたスズキ独自のパラレル方式ハイ

新しいモビリティサービスの取り組み

100V
リチウムイオン
バッテリ

INV

スズキの（ストロング）ハイブリッドは、伝達効率が高くダイレ

SW

に参加しています。

12Vリチウム
イオンバッテリ

●カーシェアリング実証実験

被保護負荷

スズキは、
（株）
スマートバリュー、丸紅（株）
と、2020 年 2 月
より大 阪 府 豊 中 市 周 辺エリアにお いて、カーシェア「Patto

減速時エネルギーを回収 ( 回生 )し、このエネルギーを使用して

（パット）
」
の実証実験を開始しました。

加速時アシストに加え、EV 走行 ( ストロングハイブリッド機能 )

実証実験では、郊外住宅地における自宅近くの日常生活用途

を実現しました。
●48Vマイルドハイブリッド 2020年〜

Reduction gear

AGS

Power pack

カーシェアリングサービスを提供します。

ハイブリッドシステム

スズキは、欧州の 2020 年燃費規制に対応するため、48V
マイルドハイブリッドシステムを新たに開発しました。48V で

をターゲットに、気軽に乗れるスズキのコンパクトカーを使った

MGU

48V 系

12V 系

48
12

作動するISG・リチウムイオンバッテリパック・DC/DCコンバータ

DCDC
コンバータ

でシステムを構成し、ISG のモータ出力を増大させることにより

ISG

リチウムイオン
バッテリパック

燃費およびドライバビリティを向上させました。（技術レポート

浜松市デジタル・スマートシティ官民連携プラットフォーム

代表：浜松市長、事務局：浜松市
（デジタル・スマートシティ推進事業本部）
デジタル・ガバメント分野

Pb バッテリ

スタータ

電気負荷

防災・安全分野
浜松市所管部局

P10-11 を参照ください。）

教育・子育て分野

コネクテッドの取り組み

観光・商業分野

浜松市所管部局

浜松・浜名湖
ツーリズムビューロー

48V ISG

48Vマイルドハイブリッドシステム

コネクテッドカーとは、ICT（Information and Communication

産業（ものづくり）分野

浜松市スタートアップ戦略
推進協議会

Technology）端末としての機能を有する自動車のことです。ICT

【プラットフォームの機能】
①分野間連携の促進
浜松市スマートシティ
推進協議会
②データ利活用の推進
③会員間の情報共有や
連携支援
④事業化支援
モビリティ分野
⑤啓発
浜松市モビリティ
（フォーラム等の開催）
サービス推進
コンソーシアム
⑥人材育成
（セミナー等の開催）

エネルギー分野

浜松市所管部局

運営委員会
※必要に応じ部会や
分科会を設置

農林業分野

【林業】静岡県農林技術研究所森林・林業研究センター
【農業】浜松スマート農業推進協議会 準備会

健康・医療・福祉分野

浜松ウエルネス推進協議会
浜松ウエルネス・ラボ

設立時期
令和 2 年 4 月 1 日

スズキは浜松市デジタル・スマートシティ官民連携プラット
フォームにモビリティ分野の代表として参加しています。そのモ
ビリティ分野では、浜松市、遠州鉄道、スズキが共同幹事となっ
て、モビリティサービス推進コンソーシアムを構成しています。
コンソーシアムには現在、市内外の約 60 団体が加盟して、浜松
版MaaS構想の策定、
アイデアソンの実施、課題解決プロジェクト
を遂行しています。
●テレワーク実証実験にスズキが参加
新型コロナウイルスの感染拡大を受けた新しい働き方を提

によって車両の状態や周囲の道路状況などの様々なデータを

案する「浜松テレワークパーク実行委員会」
（ 浜松市、スズキ、

センサーにより取得し、ネットワークを介して集積・分析すること

We will Accounting Associates、東海理化）
は、2020 年

で、
新たな価値を生み出すことが期待されています。

11 月 3 日、テレワークの実証実験を紹介する企業向けイベント

スズキは 2018 年 7 月より、インドにてスズキコネクトサービ

を弁天島海浜公園で開催しました。

スを提供しています。スズキコネクトは、車載のテレマティクス

テレワークパークは車を個人オフィスに、駐車場をコワー

コントロールユニット（TCU）
を利用し、車とインターネットを接

キングスペースに見立て、テレワークの課題である個室の確

続して、緊急通報、車両追跡、運転行動分析などの各種サービ

保と、適切なコミュニケーションを実現する新しい働き方の

スを提供しています。

ビッグデータセンター

現在、スズキは横浜研究所にデータの分析拠点を置き、車
から得られる車両データの他、品質情報や設計・実験データな
これらのビッグデータを活用することにより、新しいお客様
向けのサービスや価値あるモビリティサービスを実現するため
に、次世代のグローバルコネクテッドシステムの開発と運用体制
作りに取り組んでいます。
お客様向け
ビッグデータの
活用

社内活用
新規事業開発

やらまいか 10 号

高性能ナビ
予防診断
利用ベース自動車保険（UBI）
不具合診断のスピードアップ
デジタルマーケティングへの活用
設計へのフィードバック
カーシェア、車内広告、ヘルスケア、美容

提案です。 2021 年 4 月度以降の事業化を目指し、2020 年

データ分析＆活用

浜松テレワークパーク実行委員会の代表者
（左から2番目が鈴木俊宏社長）

セキュリティ
ゲートウェイ

ど、様々なデータを集積し、分析しています。
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●浜松市モビリティサービス推進コンソーシアムに参加

コールセンター

販売店

コネクテッドカー

通信機を搭載した車

が「パーソナルスペース」
としてより多角的に活用されていくこ

スマホアプリ その他のサービス
（保険、
ファイナンス）

とを想定し、スズキとして

コネクテッドカーのシステム
No

Use Cases

どのような 車を開 発して

概要

1

Road side assistance (B-Call)

故障時にコールセンターに通知

2

Emergency calling (E-call)

事故時にコールセンターに通知

3

Dynamic Location Sharing

車両の位置情報を家族友人と共有

4

Vehicle Tow Away Detection

車両がレッカー移動された場合に通知

5

Vehicle Tracking

車両の位置情報を把握

6

Geo Fencing

車両が一定区域から出た場合に通知
サービス工場への呼び込み通知

7

Service Reminder

8

Driving Analytics and Advice

運転行動情報の分析と評価

9

Fuel Economy Report

燃費を実測し、エコドライブを推奨

10

Fuel Low Information

燃料タンクをモニターし、燃料切れを防止

11

Tracking of Parked Vehicle

駐車場での車両位置把握

インドのスズキコネクトの機能一覧

またスズキ社内では、若手社員が知恵を出し合って車を仕立
て、実際に車内で働く社内実証実験を開始しました。今後、車両

機能サーバー

顧客情報
スマホアプリサーバー
WEBポータル
コールセンターポータル

11 月より実証実験を開始しました。

いくの か、答 えを模 索 中
です。

ワーケーションスタイルのハスラー

社内実証実験

やらまいか 10 号

5

TOPICS
トピックス

スズキのニュースリリースから最近のトピックスを紹介します。

▌スズキ環境ビジョン２０５０」
を発表

▌ CO2フリーに向けた低圧鋳造工程の取り組み

スズキは環境問題に対する方向性、2050 年に当社があるべ

スズキ、中部電力ミライズ、メトロ電気工業が共同で実施した

き姿を示す「スズキ環境ビジョン2050」
と、
その実現に向けた道標

「CO2フリーに向けた低圧鋳造工程の実現による省エネルギーの
取り組み」が、2020 年度省エネ大賞の省エネ事例部門「省エネル

「マイルストーン 2030」
を発表しました。

ギーセンター会長賞」
を受賞しました。

スズキは、環境に対する理念や基本方針を定めた「スズキ地球
環境憲章」のもと、
「スズキ環境計画 2020」
を定め、
「社会に貢献

このたびの受賞は、3 社で共同開発した「赤外線ヒーター式サブ

し、世界中で愛され、信頼されるスズキを目指して」グループ一丸と

ストーク加熱装置」をスズキ相良工場に導入し、大幅なエネルギー

なって環境保全の取組みを進めてきました。気候変動などの長期を

削減を実現したことが評価されたものです。

見据えた環境への取組みが一段と求められる中、今年創立 100 周

エンジンのシリンダーヘッドなどの低圧鋳造工程において、金型

年を迎えたスズキは、次の 100 年も社会に貢献し続け、持続可能

や注湯の温度維持のため、従来はガスバーナーによる加熱を行っ

な企業であるために、2050 年に向けた羅針盤となる「スズキ環境

ていましたが、2015 年に開発した
「赤外線ヒーター式金型加熱器」

ビジョン2050」
を定めました。

と合わせて、燃焼を伴わない CO2フリーの低圧鋳造工程が実現しま

製品から
排出するCO2

1 気候変動

事業活動から
排出するCO2

環境ビジョン2050

2030年までに、Well to Wheel で新車四輪車が
排出するCO「2010年度比40%減」
を目指す
2

2050年までに、Well to Wheel※で新車四輪車が
排出するCO「2010年度比90%減」
を目指す
2

2

3

2030年までに、スズキを取り巻く水リスクを特定
し、全生産拠点で取水削減と排水浄化を実施する

水資源

4

製品から排出するCO2
走行時 CO2

100

2050年までに、水環境への負荷を最小化し、持続
可能な水資源利用を実現する

2030年までに
◦自動車リサイクルシステムのグローバル展開を
目指す
◦電 動車の駆動用二次バッテリーのリサイクル、
リビルド、
リユースを推進する
◦グローバル生産拠点で廃棄物発生量を低減する
◦プラスチック梱包材を削減する

資源循環

乗用車の平均

2050年までに、事業活動から生じるCO2 を販売台
数あたり原単位で「2016年度比80％減」
を目指す

2030年までに
◦事 業 活 動における化 石 燃 料 の 使 用を削 減し、
再生可能エネルギーの利用を拡大する
2050年までに、事業活動や製品から排出される
◦クリーンな製品の開発を推進し、各国・地域の
大気汚染物質を最少化する
大気改善に貢献する
◦生産や製品から生じる揮発性有機化合物（VOC）
を削減する

大気保全

2050年までに、日本で培ったリサイクル技術や
システムをグローバル展開し、生産活動および製品
から生じる廃棄物の削減と再生利用、適正処理を
推進する

78※

▲40％

サブストーク

ストーク
アルミ溶湯保持炉（700℃）

低圧鋳造機のサブストーク加熱

▌スズキ、フラッグシップの大型二輪車
新型「Hayabusa（ハヤブサ）」
を発表
スズキは、フラッグシップの大型二輪車「Hayabusa（ハヤブサ）」
（排気量 1,340㎤）
を全面改良し、2021 年 2月末より欧州をはじめ、
北米、
日本など全世界で順次販売を開始しました。
3 代目となる新型「Hayabusa」は、13 年ぶりの全面改良モデ
ルとして、初代から続く開発コンセプト「Ultimate Sport（ 究極の
スポーツバイク）」のもと、高い空力特性を持つ独特のデザインや
※用品装着車

▌「卓越した技能者（現代の名工）」
を受賞
厚生労働省「令和 2 年度卓越した技能者（現代の名工）
の『自動
車板金工』職種」にスズキ試作・工務技術グループの山崎正人さん

販売台数あたり
CO2 排出量

100

が表彰されました。「現代の名工」
は、日本のものづくりを支える職人
の地位と技能水準の向上のため、各分野で卓越した技能を持つ

スズキの基準ライン
（2016 年比）

▲45％

スズキの基準ライン
（2010 年比）

スズキ乗用車の平均

に抑制でき、不良率が改善し、歩留まりも向上しました。

優れた走行性能をさらに進化させました。

事業活動から排出するCO2

スズキは、
小さいクルマの環境優位性を発揮しながら
全ての乗用車が向かうべき、
2050 年の CO2 水準を目指します。

赤外線ヒーター式
サブストーク加熱装置

54% 削減、加熱時間は50％短縮しました。また、温度ムラが 1/2

※ Well to Wheel : 自動車の走行時にテールパイプから直接排出されるCO2 に、燃料の採掘・精製、電気の発電段階で排出される
CO2 を加える考え方

2030年までに、事業活動から生じるCO2 を販売台
数あたり原単位で「2016年度比45％減」
を目指す

金型加熱器

した。従来のガスバーナーによる加熱と比べ、エネルギー使用量は

マイルストーン2030
※

赤外線ヒーター式
サブストーク加熱装置

▲80％

▲90％

第一人者を表彰する制度で、部品製作の
効率化を図ったことや、優れた板金技術
などが評価されての受賞です。
山崎さんは入社当初、熟練の板金技能
を持つ諸先輩の作業を間近で見て『カッコ
イイ
！ いつかは先輩のような板金の技を身

2016

2030

2050

※一般的な乗用車の走行時 CO2 を100とした場合の相対値。
（スズキ調べ）
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2016

2030

2050

につけたい！』と感じ、38 年間に渡り板金
技能の習熟に励んできました。

山崎正人さん
山崎さんが板金で作成した
折り鶴と安全靴

やらまいか 10 号

7

環境・材料・生産技術開発部 の若手技術者の皆さん

業務紹介

くるまの材料技術開発を担う
若手技術者たちのメッセージをご紹介します。

樹脂材料・機器分析グループ
安くて良い部品を開発するため、自動車に
使用される樹脂部品の材料分析を行ってい
ます。また、有機材料の材料認証、および有
機材料とその工法開発に取り組んでいます。

金属材料・環境分析グループ
新規採用する金属材料の評価、部品の品質調査や
材料開発を通して、材料面から品質向上に取り組んで
います。また、車に使用する環境負荷物質の管理や
工場の水質調査など環境分野にも取り組んでいます。

無機物、有機物、オイルなど様々な材料や異物
の解析・分析を行っています。課題に対する原
因究明など、
「わからない」ことを自らの手で「わ
かる」ように解明していくこと

車内の空気質や内装部品からの揮発成分について測

にやりがいを感じています。

定・評価を行っています。目に見えないものを評価すること
はとても難しいですが、安全で快適な空間を
提供できるように取り組んでいます。

機器分析による材料解析・分析業務

松永 崇宏

車室内環境向上業務

お客様がワクワクするような新しいデザインの内

和氣 諒平

金属材料解析

山岸 桃子

装部品を開発しています。安全・品質・コストの
課題をクリアするため、樹脂材料の選定や部品

金属組織観察や破面解析から、
金属部品の問題原因を調査し

内装樹脂部品の開発

本田 健祐

ています。的確な調査を迅速に行うことで、品

形 状の検 討を重ね、実
用化を目指しています。

質改善に役立てるよう心がけています。
トランスミッション部品を、材料

金属部品材料開発

面から強く・安くする技術を開発

柿木 厚祐

機能材料・表面処理グループ

しています。試行錯誤の連続ですが、良いアイデアが

環境負荷が低く、安全・安心な製品を開発するため、
内燃機関や電動車両の機能材料の分析・評価、
および各種表面処理に関する業務を行っています。

生まれたときの喜びは開発業務の魅力だと思います。

超高張力鋼板を部品へ適用し車体を
新材料を採用するためには様々な課題

います。測定データの分析、
使用環境の調査などを行い、
品質の良い部品の開

有機材料部品の不具合調査

吉岡 勇登

FeCe 系
酸化物

があり、それを解決することにやりがい
新材料適用の技術開発

析方法の確立に取り組んで

発に役立てています。

新開発技術

軽量化する技術開発を行っています。

有機材料部品の調査及び分

を感じています。

アルミナ

石幡 進之介

樹脂材料の評価技術や CFRP部品の開発に取り
組んでいます。目的を達成できるような実験を考え
樹脂材料技術開発

鈴木 健太

基礎・先行技術開発グループ
車体の軽量化に関する技術開発を行っています。
また、材料起因の不具合を未然に防止するため、
基礎技術力の向上にも取り組んでいます。

るのがこの仕事の面白さで

Pd 粒子

熱劣化を抑制した新開発触媒

あり難しいところです。
電磁鋼板や磁石などのモータ材料の評価方法の確

環境規制に対応するた

立や、物性値のデータベース作成を行っています。

め、
エンジン部品の測定

自分たちで知見を築き上げ、難題に取り組むことに

技術の開発に取り組ん

開発業務の醍醐味を感じています。

でいます。測定用部品の設計・試作、実験環境の構築、測定後

モータ材料評価技術開発

のデータ分析など、幅広い業務に関われることが魅力です。

燃費向上技術開発

布井 太二

滝口 大

世界各地の腐食環境測定や評価

樹脂や接着剤のCAE用材

技術の開発を行っています。実際

料物性の取得や解析手法

の環境との相関性が高い試験法

の開発を行っています。実

の開発など車両の品質向上に積

際の現象をCAEで再現する
ことは難しいですが、解析に
よって不具合の未然防止に
取り組んで
います。
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CAE技術開発

松本 拓哉

極的に取り組むことができるため、

引張試験機
金属や樹脂の試験片を
引っ張り、材料の強度等
を評価しています。

やりがいを感じています。
腐食試験技術の開発

小楠 夏海

やらまいか 10 号
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技術レポート

48Vマイルドハイブリッド システムの開発

▍12V のシステムを進化させた48Vマイルドハイブリッドシステム
▍優れた燃費と力強いドライバビリティを両立するアシスト機能

48V マイルドハイブリッドシステムと12V マイルドハイ
ブリッドシステムの ISGとLi バッテリの仕 様 比 較を表 1
に示します。 48Vシステムは、12Vシステムに比べて

▍バッテリマネジメント技術

ISGとLi バッテリが高出力、大容量のため、アシストする
ビリティの向上を実現するためには、バッテリを効率よく

スズキは、減速時の回生エネルギーの利用とエンジンの効率的な活用を追及して、マイルドハイブリッドシステム
テムで培った技術を基にして、48Vマイルドハイブリッドシステムを開発しました。

回収し、アイドリングストップ（以下 IS）
やアシストを可能な
例えば、SOCが高すぎると、回生エネルギーが回収で

回生 / 発電

SOCが低すぎると、IS やアシストができなくなるため、必要

を12V のリチウムイオンバッテリ
（以下 Li バッテリ）
と鉛バッ

このように、限られた状況においてのみ燃料を消費した

電源供給

48V-ISG

ISG（モータ機能付発電機）
：
Integrated Starter Generator

電力供給（12V 電圧）

により、高出力の 48V-ISGと大容量の 48V-Li バッテリを

DCDCコンバータ

をアシストに使用することで、燃費とドライバビリティの向上
12V マイルド
ハイブリッドシステム
48V マイルド
ハイブリッドシステム

アシストトルク
［N・m］

エネルギーを燃費とドライバビリティのそれぞれの目的に

アシストトルク増加

エンジン回転速度［rpm］

ます。また、48Vシステムの最大アシストトルクは、12V

図2 アシストトルクの比較

トルクを低下させ、その低下分をISGが出力することにより

燃費向上アシスト

OFF

します。
やらまいか 10 号

kW
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2.3

重量

kg

9.8

7.4

電圧

V

44

12

Ah

8

3

Wh

350

36

V

36 ～52

─

リチウムイオン
バッテリパック

容量

DCDCコンバータ 作動電圧

高 SOC 時・高車速時
燃費向上アシスト

通常

ドライバビリティ向上
アシスト
IS
燃費消費発電

低

SOC

高

技術課題
世界的なカーボンニュートラルや自動車の電動化に向

られます。これらの高精度化によりバッテリの SOC 使用

けた動きに対応するため、より低コストで高効率な電動

範囲を拡大することが可能となり、搭載するバッテリセル

システムが求められています。

数の低減につなげることができます。
これからも、性能とコストをより高いレベルで両立するバッ
テリマネジメント技術の開発に取り組んでまいります。

出すために、SOC や寿命推定のさらなる高精度化が求め

ドライバ要求トルク
エンジントルク
ISGによるトルク
ISGトルク

消費燃料
［ ml ］

にISGのアシストトルクを上乗せすることで動力性能を向上

最大出力

ON

エンジンが使用する燃料を削減します（図 3）。また、ドラ
イバビリティ向上のためのアシストでは、エンジン最大トルク

10.6 〜17

▋著者紹介
トルク
［N・m］

燃費向上のためのアシストでは、アシスト時にエンジン

36 ～52

図4 48Vバッテリの SOC管理イメージ図

電動システムにおける重要課題のひとつはバッテリマネ

システムに対して約 5 倍としており、燃費及びドライバビリ
した（図 2）。

を実現しました。
燃費 104［CO2 g/km］

ジメント技術であり、搭載したバッテリ性能を最大限に引

応じたアシストに使用することで、両者の両立を図ってい

ティの向上に必要十分なトルクが得られるシステムとしま

発電を行うことにより、燃料消費を削減しています。
48V マイルドハイブリッドシステムとエンジン性能の向

図1 48Vマイルドハイブリッドシステム構成図

使用でき、回生エネルギーを最大限回収し、そのエネルギー

48Vマイルドハイブリッドシステムは、回生にて得られた

ISG

上などにより、欧州販売のビターラにおいて、NEDCモード

車両電装品
（既存部品）

ISG の電圧を12Vから48V に変更しました（図 1）
。これ

燃費と走りを両立するアシスト機能

V

最低限の発電を行ってバッテリを充電します（図 4）
。

アシスト

テリに蓄え、そのエネルギーを電装品や駆動のアシストに

を実現しました。

作動電圧

程度低下させ、回生エネルギーの回収に備えます。また、

源系で構成され、減速時にISGで回収した回生エネルギー

トは12Vシステムと同じですが、さらなる効果を得るため、

12Vマイルド
ハイブリッド

きなくなるため、積極的にアシストを行うことでSOCをある

これまでの 12Vマイルドハイブリッドシステムは、12V 電

48Vマイルドハイブリッドシステムの燃費向上のコンセプ

48Vマイルド
ハイブリッド

限り持続できるようにしました。

48V-Li バッテリ

48Vマイルドハイブリッドシステム

単位

本システムでは、48V-Li バッテリの充 電 容 量（ 以 下
SOC）を管理することにより、回生エネルギーをムダなく

48V 電源系

項目

部品

使用することが重要になります。

を進化させてきました。今回、燃費とドライバビリティをさらに向上させるために、12Vマイルドハイブリッドシス

使用することにより燃費を向上させてきました。

表1 48V/12Vマイルドハイブリッドシステム
部品仕様比較

エネルギーが大きくなります。このことから燃費やドライバ

背景・狙い

10

バッテリマネジメント技術

消費燃料の削減

図3 燃費向上アシスト実施図

岡部 真明
四輪パワートレイン
システム開発部 係長
（2007年入社）

小川 裕也
四輪パワートレイン
システム開発部
（2015年入社）

東城 好江

小原 章裕

四輪電装
設計部
（2012年入社）

四輪電装
設計部
（2016年入社）

薬丸 佳樹
四輪ドライブトレイン
設計部
（2015年入社）

やらまいか 10 号
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スズキ財団40周年記念（その10）

川田 善正先生インタビュー 

そこで、私たちは生物への応用を目指して、光学顕微鏡

好奇心と創造力で挑戦しよう

と高分解能な電子顕微鏡を組み合わせた新しい顕微鏡

することが重要と思います。

の開発を進めています。非常に薄い薄膜で真空と大気圧

※「第三の波」アルビン・
トフラー著（1980年）

を分離し、その薄膜を通して電子線を試料に照射します。
真空と大気圧が分離されていますので、液中の試料や生
物試料を生きたまま高分解能で観察することができます。

スズキ財団 評議員長
静岡大学 工学部長

静岡大学に移動した際は、実験装置も必要な物品等も

静岡大学工学部長で当財団の評議員長の川田先生にお話を伺いました。

ありませんでしたので、研究室を立ち上げるために多くの
研究助成に申請させていただき、助けていただきました。

開発した顕微鏡（左）
と通常の位相差顕微鏡（右）
による
生物細胞の観察像

研究を始める上で、財団からの助成金は非常にありがた

私たちは光学顕微鏡と電子顕微鏡を融合した高分解
能な光学顕微鏡の開発に取り組んでいます。光学顕微
鏡の分解能、つまりどれくらい小さいものまで観察できるか

先生は、光工学の研究者として著名ですが、理
系に進み光工学の研究を始められたきっかけに
ついてご紹介いただけないでしょうか？

という値は、光の波長で制限されます。これは、レンズやカ

著名ということはないと思いますが、光工学に関する研究

の波長は400 〜 800nm（ナノメートル）程度ですので、そ

を始めたきっかけは、大学四年生の時に南茂夫先生の研

メラなどの技術的な限界ではなく、光の波としての性質に
よる物理的な限界となっています。人間の目に見える光

かったと思います。

Q3

スズキ財団も科学技術一般・若手、課題提案型、成果

コロナ禍の中、先生のお仕事や生活はどのよう
に変わられましたか。今後、世の中や大学や企
業は、
どのように発想を転換して、
どのように変化
していくべきとお考えでしょうか？

れが分解能の限界となります。

普及事業、海外研修など幅広くかつ長年に渡り研究活動
を支援していただいており、研究者の一人として深く感謝
申し上げます。ぜひ、このような活動を今後も続けていた
だき、スズキ財団の研究助成のおかげで研究が花開き、
大きな成果につながる成果が生み出されることを期待して
おります。

究室に所属したことです。南先生は、分光計測において

一方、電子顕微鏡では、波長が圧倒的に短いため、1

現在のコロナ禍の状況の中で、大学の授業やセミナー

本当に著名な先生であり、当時はまだそれほど一般的では

ナノメートル以下の分解能を実現することができます。しかし

等もオンラインでの実施となり、学生さんと直接顔を合わ

なかったマイコンを使用して自動計測を行うためのシステム

ながら、電子顕微鏡では真空環境が必要なため、生きた

せて話をしたり、議論をしたりすることが制限されていること

を開発されておられました。研究室を選択する際に非常に

生物試料を観察ことは難しく、バイオ分野への応用は限定

は大変残念に思います。出張等も大きく制限されており、

魅力を感じたことを覚えています。

されています。

海外はもちろんのこと、国内でも活動が制限されている

南先生のご指導のもと、光を利用したコンピューターを

状況にあります。

Q5

最後に若い研究者や技術者に対して何かアド
バイスや励ましのお言葉など頂けないでしょうか？

実現するために光で光を増幅する光トランジスターに関する

その一方で、コロナ禍の状況はこれまで中々進まなか

研究に取り組みました。非線形光学を利用した新しい分野

ったオンライン化やデジタル化が一気に進んだと思いま

ぜひ、自分の周りの環境、文化など多くのことに興味を

の研究でしたので、
とても楽しく研究させていただきました。

す。私と同年代の方は懐かしいと感じられるかと思います

持っていただいて、自分の研究と世の中との関わりを考え

が、1980 年代にベストセラーになった「 第三の波 」 と

ていただければと思います。研究成果がどう活用されていく

いう本があります。情報化が社会を根本から大きく変革

か、どの分野で役に立つかなどは今後の研究を進める上で

していくということを様々な例を挙げて予想している内容

重要な指針となると思います。

※

Q2

です。コロナ禍によって、
「第三の波」がうねりをあげて、

先生の研究内容について、お聞かせいただけ
ないでしょうか？

一気に押し寄せてきたという風に感じています。

また財団等からの外部資金の獲得は、競争率が高くて
中々採択されない場合もあると思いますが、自分の研究

コロナ禍による現在の状況は、決して望ましいことでは

内容に自信を持って挫けずにトライしていただけたらと思

ありませんが、これまでにない経験であることは確かだと

います。外部資金に申請することは自分の研究テーマを

現在は、生物試料の微細構造を計測するための光学

思います。多くの方が混雑を避け、外出を控え、
オンライン

見直し、新しいアイディアを生み出す良い機会になると思

顕微鏡の研究を進めています。光学顕微鏡の歴史は長

が普通になることにより、これまでには思いつかなかった

います。アイディアさえあれば、あとはなんとかなると思い

く、現在でもさまざまな分野で開発が進められています。

ような新しい発想、工夫が生まれてくるものと思いますし、

ます。コロナ禍の中で難しい状況が続くとは思いますが、

それらの限界も見えてくるものと思います。不自由さを感

諦めずに創意工夫で困難を一緒に克服していきたいと

じる状況ですが、多くのことを諦めずに、新しいアイディア

思います。

高機能レーザーや高精細・高感度カメラなどの最新の技
術を組み合わせることにより、
どんどん進化しています。
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Q4

助成金により研究が進んだご経験、および助成
金の活用についてご意見を頂けないでしょうか。
さらには、スズキ財団はどのような点に着目して
いくべきか、についてもご意見等いただけないで
しょうか？

川田 善正

Q1

と工夫によって、同等以上のことを実現できるように努力

やらまいか 10 号

開発した超高分解能光学顕微鏡のプロトタイプ

（2021 年 3 月）
やらまいか 10 号
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やらまいか 10 号
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総
資
産 63億1,713万円（2020年3月現在）
設 立 年 月 1980年 3月

助成件数累計 ※ 1,855件
助成金額累計 ※ 22億5,558万円
※1980年度から2020年度の41年間の累計

公益財団法人

スズキ財団

事業報告

トピックス

2020年度（令和2年度）贈呈式
引き続いて、やらまいか大賞とやらまいか特別賞の贈呈

19日にオンラインにより「令和２年度 研究助成 および

が行われました。やらまいか大賞は大聖泰弘 早稲田大学

やらまいか大賞・特別賞 贈呈式」
を開催しました。

名誉教授に、やらまいか特別賞は山下淳 東京大学准
教授に、鈴木修 スズキ財団理事長より贈呈されました。

び課題提案型研究助成者４名がオンラインで参加され、

また、贈呈者を代表して、大聖泰弘 早稲田大学名誉教授

助成者を代表して、藤井朋之 静岡大学准教授に鈴木修

より謝辞を述べられました。

スズキ財団理事長より贈呈書が授与されました。また、

スズキ財団は、今年度、設立 40 周年を迎えるにあたり、
「やらまいか大賞・
特別賞」
を創設しました。この事業は、
わが国の機械工業技術の更なる発展
を目的とし、
「何事もまずはやってみよう」
という「やらまいか精神」で常に意欲
的に挑戦し、優れた功績を上げた研究者を毎年顕彰する事業です。
2021年2月19日、第1回目の受賞者が下記の研究者に決定しました。

「やらまいか大賞」

公益財団法人スズキ財団は、2021 年（令和 3 年）
2月

研究助成の贈呈式は、科学技術研究助成者５５名およ

2021年（令和3年）2月19日、
第一回「やらまいか大賞・特別賞」が決定しました

贈呈式には、研究助成者、やらまいか大賞とやらまいか

助成者を代表して、藤井朋之 准教授より謝辞を述べられ

特別賞の受賞者に加えて、スズキ財団役員、審査委員など

ました。

の関係者を含めて約１２０名がオンラインで参加しました。

受賞者
受賞名

国民生活用機械等の生産・利用・消費に係る科学的研究に関する発展に
顕著な功績のあった研究者について顕彰
だ い しょう

や す ひ ろ

早稲田大学名誉教授 大聖 泰弘氏
	「自動 車 用 エンジンの 燃 焼 技 術や 排 出ガス低 減 技 術、次 世 代 パワ ートレイン技 術
（電気自動車、ハイブリッド、燃料電池車）に関する研究及び産学連携の取り組み」

「やらまいか特別賞」
受賞者
受賞名

左から 大聖泰弘名誉教授、鈴木修理事長、山下淳准教授

過去においてスズキ財団が助成した科学的研究の中から顕著な功績を
あげた研究者について顕彰
や ま し た

あつし

東京大学准教授 山下 淳氏
	平成 19 年度科学技術研究助成「顔検出と色特徴抽出による複数視点リアルタイム
人物追跡システムの開発」の発展

尚、本事業は年一回実施し、大賞受賞者には賞状及び金杯、副賞として1,000万円、
特別賞受賞者には賞状及び銀杯、副賞として300万円が贈呈されます。

スズキ財団２０２１年度の募集について 
スズキ財団では、2021年４月より下記の募集を開始いた
しました。
詳細は下記ホームページをご確認ください。
ホームページ ▶ http://www.suzukifound.jp/

1.「やらまいか大賞」と「やらまいか特別賞」

研究助成者代表 藤井朋之准教授

やらまいか大賞 大聖泰弘名誉教授

やらまいか特別賞 山下淳准教授

スズキ財団は、設立４０周年を記念して、機械工業技術
の更なる発展を目的とし、優れた功績を上げた研究者・開発
者を毎年顕彰する制度を２０２０年３月に創設しました。
◦「やらまいか 大賞」 １件 副賞 1,000万円
	国民生活用機械等の生産・利用・消費に関する科学
的研究の発展に顕著な功績を上げた研究者を顕彰
します。
◦「やらまいか 特別賞」１～３件程度 副賞総額 300万円
	過去に当財団が助成した科学的研究の中から顕著な
功績を上げた研究を顕彰します。
【募集期間】2021年3月12日〜5月31日

鈴木修理事長（オンライン贈呈式）
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左から 鎌田実審査委員長、大聖泰弘名誉教授、
鈴木修理事長、山下淳准教授、鈴木俊宏評議員

大賞受賞者の金杯

2.課題提案型研究助成

（1）
令和3年度募集課題
自動車に代表される移動体の環境負荷改善、および使用
するエネルギーの低減に関して想定される課題を提起して、
その解決方法に向けた方策を提案して下さい。
「CO２低減技術である、燃費低減技術、電池および電動
化技術、燃料電池技術、軽量化技術に加えて、カーボン
ニュートラルに向けた技術として、自動車から排出される
、バイオ燃料、水素
ＣＯ２の回収と固定、合成燃料（e-fuel）
の活用技術等も募集課題に入ります。」
・研究期間：2年間
（２）
助成金額：１件あたり最大１,０００万円、
助成件数：４件程度
【募集期間】2021年4月1日〜5月21日

3.研究成果普及助成及び研究者海外研修助成

科学技術分野の基礎的・独創的研究成果を発表し研究の
更なる充実・発展を図るため、国内外で行われるシンポジウ
ム・会議等の開催、或いは海外で開催されるシンポジウム・会
議への出席に対して助成するもので、次の2種類があります。
①研究成果普及助成 (会場費等諸費用への助成 )
②研 究者海外研修助成 (海外への交通費・宿泊費への
助成 )
【募集期間】
2021年4月1日より募集開始、予算到達時に打切ります。

やらまいか 10 号
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2020年度（令和2年度）科学技術研究助成の実績
公益財団法人スズキ財団は２月１９日、全国の大学等から応募のあった助成申請に対して、2020 年度（令和２年
度）の科学技術研究助成として５５件、１億59 万円の助成を決定しました。
科学技術研究助成は、一般（最大300万円）と若手（一律100万円）の2 つに分けて公募しました。

一般
研究課題

役職

広島大学

准教授

東京理科大学

専任講師

井 上

遼

高周波大気圧プラズマを局所照射可能な超微細加工装置の開発

静岡大学

教授

岩 田

太

テーラーメイドテクスチャリングによる自動車用エンジン摺動面の超低摩擦化技術の確立

名城大学

教授

宇佐美 初彦

東京工科大学

准教授

大久保 友雅

神奈川工科大学

准教授

岡崎 昭仁

岡山大学

教授

計測と解析を融合した空冷式燃料電池内の水移動現象の見える化

慶應義塾大学

准教授

小川 邦康

データ同化を援用したボルト・接着併用接合評価システムの開発

東京都市大学

准教授

水素混合によるアルミニウム粉体の燃焼特性と火炎伝播メカニズムの解明

広島大学

Tachi‐Miura多面体に基づく軽量セル構造体を用いた衝撃吸収機構の設計

高温における三次元ひずみ分布イメージング手法の確立

太陽光励起レーザのための波長選択による新しい太陽光キャビティの開発
小型 ATV の悪路走破性能向上に関する研究

氏名（50音順）

曙

紘 之

件数

助成金額

科学技術研究助成

一般

33件

7,859万円

科学技術研究助成

若手

22件

2,200万円

５5件

1億59万円

産業技術総合研究所

主任
研究員

水嶋 教文

豊橋技術科学大学

教授

武藤 浩行

多成分スラリーの沈降静水圧測定による粒子集合状態評価技術の確立と製造プロセス高度化への応用

法政大学

教授

森

三次元ステレオカメラモーション高速診断によるCOVID-19環境下での在宅高齢者の肺炎予防技術と、運転者見守り技術への展開

東北大学

教授

山家 智之

加齢にともなう皮膚粘弾性低下は筋形状変化と力調節能の低下を起こすか？

信州大学

教授

吉武 康栄

ハイブリッド自動車のプラントモデル開発および電動過給機・電動 EGR過給機の適用可能性に関する研究
次世代３Dプリンタのための原料粉末の設計

▋科学技術研究助成

若手

※申請当時の所属・役職
役職

氏名（50音順）

九州大学

助教

安藤 詩音

キャビテーション処理を施したはすば歯車表面の圧縮残留応力に関する研究

東京電機大学

助教

井尻 政孝

岸本 喜直

歩行時の疼痛軽減を目的とした正常歩行へ誘導可能な装着型ロボット装具の開発

青山学院大学

助教

伊 丹

琢

助教

KIM WOOKYUNG

汎用ビデオカメラを利用した傾動式注湯プロセスのオフライン解析

東京都立産業技術
高等専門学校

助教

伊 藤

敦

金沢大学

助教

國峯 崇裕

全固体型臭化物シャトル電池の創製

九州大学

助教

猪 石

篤

超短時間浸炭焼入れ鋼の疲労信頼性の評価

慶應義塾大学

教授

小茂鳥

力覚呈示によるパーソナルモビリティの運転操作支援システムの開発

産業技術総合研究所

研究員

大石 修士

データ駆動型冗長系設計と精密位置決めシステムへの応用

兵庫県立大学

准教授

佐藤 孝雄

高成形性および高生産性を実現する逃げ有りパンチを用いた管の口広げ加工

電気通信大学

助教

梶川 翔平

大阪大学

准教授

佐藤 雄二

とろみ調整食品の迅速粘度調整技術の開発

明治大学

助教

鎌 田

公立小松大学

助教

史

コリオリ力とばね力を切替・併用するセミアクティブ動吸振器

茨城大学

助教

北山 文矢

副室トーチ火炎を用いた能動的熱発生率制御による等温燃焼技術の構築

大分大学

教授

田上 公俊

感温性塗料を用いた伝熱実験に基づく高機能性マルチスケール粗面の創生

大阪府立大学

助教

桑田 祐丞

固体材料の燃焼限界付近の燃焼不安定性に及ぼす重力の影響

東京大学

准教授

中谷 辰爾

高い衝突安全性能を有するポリマーラティス構造部材の創出

中央大学

助教

小島 朋久

超磁歪アクチュエータを用いた超小型 EV の車内音響制御に関する研究

東海大学

講師

成田 正敬

燃焼反応における官能基含有多環芳香族炭化水素の生成挙動の解明に向けた新規分析手法の開発

産業技術総合研究所

研究員

鈴木 俊介

セルフパワー型ウイルスの高感度検出技術の開発

静岡大学

教授

朴

高強度・高信頼性を有する接着接合材創成のための表面処理技術の開発

京都工芸繊維大学

助教

武末 翔吾

壁面境界がアンモニア層流火炎の燃焼生成ガス特性に及ぼす影響

東北大学

准教授

早川 晃弘

加熱空気噴流を用いた熱流束較正技術の開発

滋賀県立大学

講師

出島 一仁

北見工業大学

教授

林田 和宏

安全・安心な全方向パーソナルモビリティ開発に向けた新原理車輪機構の制御法構築

京都大学

助教

寺川 達郎

九州大学

准教授

原

圧縮ねじり加工法を活用した材料組織制御によるアルミニウム合金の高性能化

名古屋工業大学

助教

成田 麻未

山陽小野田市立
山口東京理科大学

助教

秦

名古屋工業大学

助教

松盛 裕明
三好 賢聖

高精度・高効率なレーザ金属積層造形技術の開発
振動制御のための初期応力を有するバイメタルからなる自動車部品における新たな形状最適設計手法の創生

ディーゼルエンジンのブローバイガス除湿装置の開発
全天球シーンの携帯端末への効果的提示方法に関する研究
水素用アルミニウム合金における応力腐食割れ進展特性の高精度評価法の確立
超軽量柔軟多価イオン伝導性固体電解質の開発
ハイブリッド熱分解法によるCFRPリサイクル技術の最適化
感圧センサーシートの開発による空力画像計測の実用化
高周波数領域のタイヤ振動特性の実験同定
適応共鳴ネットワークの多層化による運転エピソードの構築

やらまいか 10 号

岡 田

晃

潤

金 星

龍 洙

健 二

研究課題

隆 昌

所属

ワイヤ断線レス高性能放電加工のための加工液最適フラッシング法の研究
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※申請当時の所属・役職
所属

自動車用摺動部の高エネルギー効率化を達成する高耐久性固体潤滑薄膜の創製

令和２年度 助成の内容

合計

2020年度（令和2年度）科学技術研究助成 一覧
▋科学技術研究助成

2020年度（令和２年度）
の科学技術研究助成は以下の通りです。

オートエンコーダによる噴霧液滴自着火モードの検知

静岡大学

准教授

藤井 朋之

熱配管曲面に装着可能な電子輸送型炭素シートの機能化に伴う自動車廃棄熱の発電技術

大阪工業大学

特任
准教授

平 郡

自動車駆動用インバータに使用するコンデンサの小型化と低コスト化の検証

諭

慎

慎 一

松田 伸也

運動共感に着目しデザインした人工物の実生活空間における実証研究

慶應義塾大学

特別研究員
PD

松 田

IoT機器同士の決済サービスの実現に向けた高信頼ブロックチェーンシステム

富山県立大学

助教

森 島

樹脂フィルムへのテクスチャリングで製作可能な極薄アクチュエータの開発

岡山大学

助教

山口 大介

弱教師あり学習によるコンクリート構造物の自動点検手法

東京大学

特任
研究員

ルイ笠原 純ユネス

香川大学

講師

早稲田大学

准教授

豊橋技術科学大学

助教

松原 真己

秋田県立大学

准教授

間所 洋和

佑

信
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