
機械工業の発展を願って
スズキ財団は、日本の社会の発展に貢献してきた機械工業の飛躍のため、科学技術に関する研究に従事する
全国の大学、大学院、高等専門学校及び、公的研究機関の研究者を支援しています。
 設　　立 スズキ株式会社創立60周年を記念して、1980年3月に設立されました。　
 活動実績 これまでの41年間で、全国の研究者の皆様や海外からの研究留学者に累計1,855件、
   　　　 総額22億5,459万円の研究助成を実施しました。
   　　　 また、財団創立40周年を記念して、顕彰事業として「やらまいか大賞・特別賞」を創設しました。
 総 資 産 113億7,190万円（2021年3月末）

公益財団法人
スズキ財団

青少年の健全育成を目指して
スズキ教育文化財団は、静岡県内の高校生や静岡県出身の大学生に対する返済不要の奨学金給付や特別
支援学校で学ぶ子どもたちが使用する物品の寄贈、外国人学校で学ぶ児童・生徒への支援を行っています。
 設　　立 スズキ株式会社創立80周年を記念して、2000年10月に設立されました。　
 活動実績 これまでの21年間で、471名に、総額3億6,528万円の奨学金を、特別支援学校に
　　　　 総額3,117万円の物品をお届けすることができました。
 総 資 産 46億6,566万円（2021年3月末）

公益財団法人
スズキ教育文化財団

社会福祉の向上・スポーツの普及振興に貢献します
鈴木道雄記念財団は、社会福祉法人への福祉車両等の寄贈、児童・青少年に対するスポーツの普及・
振興事業への助成を行っています。
 設　　立 スズキ株式会社の創業者鈴木道雄の遺徳を偲び、鈴木家が同社株式25万株を寄付して
　　　　 2018年1月に設立されました。
 活動実績 これまで、静岡県内の社会福祉法人20団体に福祉車両を寄贈したほか、スポーツ指導者の育成や
　　　　 児童・青少年がスポーツにかかわる機会の創出を行う団体に1,357万円の助成を行いました。
 総 資 産  11億5,301万円（2020年9月末）

公益財団法人
鈴木道雄記念財団



スズキのLCA評価段階
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(単位：％)

2013年7月発売
前モデル

エネチャージ搭載車

2017年7月発売
現行モデル

ハイブリッド搭載車

【スイフト】
（JC08モード燃費測定車）

【ハスラー】
（WLTCモード燃費測定車）

【ジムニー】
（WLTCモード燃費測定車）

2020年1月発売
マイルドハイブリッド搭載車

■材料製造 ■車両製造 ■輸送 ■走行 ■廃車処理

2018年7月発売
4AT車

約14.2％削減

スズキ車のライフサイクル段階別CO₂排出量割合

※2018年10月より燃費測定モードがJC08モードからWLTCモードに切り替わったため、ハスラー・ジムニーについては
新モデルのみのグラフで示しています。

※自動車の生涯走行距離11万km（13年）を、各モードで走行した場合の結果です。
※走行段階では、タイヤやエンジンオイル、バッテリーなどの交換部品の製造を考慮しています。
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グローバル新車平均CO₂排出の削減推移

グローバル新車平均CO₂排出
は日本、インド、欧州（EUを含む
30カ国）を対象としています。
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気候変動に対する取り組み
地球環境問題は人類の持続的発展における大きな課題であり、グローバル企業としてスズキはこれに取り組んで
います。中でも地球温暖化に対しては、重要課題として取り組んでいきます。

車両の走行段階では燃料の燃焼によりCO₂が排出さ
れます。CO₂排出量を削減するために、車両の軽量化、
パワートレインの高効率化、走行抵抗の低減などにより
燃費の向上に取り組んでいます。

四輪車
スズキの2020年度のグローバル新車平均CO₂排出
量は2005年度比で目標28％に対し、25％削減となりま
した。
2021年以降は電動化技術の開発を推し進め、スズキ

ハイブリッドシステムさらにはEVの製品化などにより
CO₂排出量の削減を図っていきます。

◦スズキのハイブリッド車比率の推移
スズキは四輪販売車両において、2020年度に世界で
23.9％のハイブリッド車※を販売しました。
� ※�ハイブリッド車は「マイルドハイブリッド」「Sエネチャージ」「SHVS」を含む。

スズキの環境技術への取り組み

新たな100年に向かって
CO2排出量削減  
地球温暖化などの環境対策が求められる中で、日本は「2050年
カーボンニュートラルの実現に向けた取組」をまとめました。スズキ
もグローバル企業の一員として「スズキ環境ビジョン2050」を定め、
気候変動や大気保全などの環境問題に取り組んでいます。
今回は、「スズキ環境ビジョン2050」の柱となる、CO₂削減の取り
組みについて紹介します。

LCA（ライフサイクルアセスメント）手法を
用いた、製品のCO₂排出量の算出
スズキは、製品の環境への影響を把握するため、走行
段階だけではなく原材料の製造から廃車処理までの
ライフサイクル全体を対象に、具体的な数値で評価する
ことのできるLCAの手法を採用しています。このLCAの
結果を製品開発や事業活動に活かすことによって、環境
負荷の低減を推進しています。
ここではLCAの中でCO₂排出量が最も多い走行時と、
車両製造時(生産活動)のCO₂削減の取り組みについて
紹介します。

走行時CO₂の削減

スズキのハイブリッド車の販売比率
〈四輪車販売〉 単位 2018年度 2019年度 2020年度
四輪車販売台数

千台
3,327 2,852 2,571

ハイブリッド車販売台数 539 489 615

ハイブリッド車販売比率 ％ 16.2 17.1 23.9
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スズキは全世界の製造拠点で省エネや生産効率の向
上に努め、生産活動におけるグローバル生産台数当たり
のCO₂排出量を2010年度比10％削減することを目
標に進めてきました。生産台数あたりのCO₂排出量は、
2018年度に最終目標を上回りましたが、2020年度実
績は新型コロナ禍により目標未達となりました。2025
年度に2016年度比25％削減を目指します。

◦再生可能エネルギーの推進
地球温暖化対策の一環として、再生可能エネルギー利
用の推進を行っています。
国内工場では相良工場隣接地（牧之原）、浜松舞阪西太
陽光発電所、浜松工場に太陽光発電の設置を進めており、
また、湖西工場、研修センターに風力発電設備を導入して
います。海外工場ではマルチ・スズキ社やパックスズキ社
などで太陽光発電を行っています。
今後も国内外を問わず、再生可能エネルギーの積極的

な利用を進め、CO₂の排出量削減に取り組んで参ります。

◦電気自動車の開発
これまでインドで行ってきたフリート走行から得られた
様々なデータをもとに、お客様に受け入れていただける
機能、性能の検証を続けています。また、欧州各地でも
プロトタイプでの走行を行ないました。今後、これらの
データをもとに、より量産に近いプロトタイプを使った、
より市場での使われ方に近い形での検証を進め、市場
投入するＥＶの開発に反映させます。

◦�TDSG社（インド）の自動車用リチウムイオン電池工場が完成
スズキは、株式会社東芝、株式会社デンソーと3社に

よる自動車用リチウムイオン電池製造会社「TDS※リチ
ウムイオンバッテリー�グジャラート社（TDSG）」を設立
し、インド初となる自動車用リチウムイオン電池セルの
生産を開始しました（21年3月）。今後、インド国内での
リチウムイオン電池の安定供給を実現、環境車の普及を
進めることで、インド自動車市場の持続可能な発展に貢献
していきます。� ※TDSは東芝（T）、デンソー（D）、スズキ（S）の頭文字

CO₂削減のための燃費向上技術の取り組みを紹介
します。

燃費向上技術 概　要

①

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
シ
ス
テ
ム

ハイブリッドシステム コンパクトなシステムで、モーターアシストやEV走行
を実現し、低燃費と力強い走りを両立したシステム。

マイルドハイブリッド
システム

減速時のエネルギーを利用して発電し、加速時には、
その電力を活かしてエンジンをアシストすることで低
燃費を実現するシステム。

② エネチャージ
減速時に発生するエネルギーを利用してオルタネー
ター（発電機）で発電し、鉛バッテリーとリチウムイオン
バッテリーに充電。その電力を電装品に供給すること
で、低燃費を実現するシステム。

③

低
燃
費
エ
ン
ジ
ン

デュアルジェット
エンジン

1気筒あたり2つのインジェクターを採用して、混合
気の均質化により熱効率を高めて動力性能・環境性
能を両立したエンジン。
主なエンジン�：�K12D型エンジン、R06D型エンジン

ブースタージェット
エンジン

高出力・高トルクを実現した直噴ターボエンジン。
主なエンジン�：�K14D型エンジン

④ 蓄冷エアコンシステム
（エコクール）

空調ユニット内に内蔵した蓄冷材をエアコン使用時の
冷気で凍らせ、アイドリングストップ中の送風時でも
冷たい風をキープするシステム。

⑤ アイドリングストップ 所定の車速以下になると自動でエンジンを停止する
システム。

⑥ HEARTECT
（ハーテクト）

主要構造や部品配置を全面刷新し、基本性能の向上
と軽量化を実現したプラットフォーム。

⑦ TECT
高強度かつ軽量な素材を使用することによって、高い
安全性と車重の軽量化を両立し、軽量化によりエン
ジンの負担を軽減し低燃費な走りに貢献する軽量
衝撃吸収ボディー。

※右記画像はイメージです。�※緑文字はSUZUKI�GREEN�Technology該当技術です。

二輪車
燃焼改善、フリクションロス低減、軽量化等を進め、燃費
の向上によるCO₂排出削減に取り組んでいます。

燃費向上技術・取り組み 概　要

①

パ
ワ
ー
ト
レ
イ
ン

SEPエンジン
燃費効率を上げ、フリクションロスを低減することに
より、パワーを落とすことなく低燃費を実現したエン
ジン。

② デュアルスパーク
テクノロジー

高い燃焼効率により、スムーズな出力特性と高い燃
費性能、排出ガス低減に貢献する1気筒あたり2本の
スパークプラグを持つ機構。

③ インジェクション
システム

様々なコンディションで最適な制御を実現し、パワフ
ルさと高い燃費性能を両立させる6つのセンサー＊を
搭載したインジェクションシステム。
＊�O2センサー、水温センサー、吸気温センサー、スロットルポジション
センサー、吸気圧センサー、クランクポジションセンサー

④ オープンタイプ
レクチファイア

マグネトーが必要最小限の発電を行い、メカニカル
ロスを低減することで低燃費を実現。

⑤ フレームの改良 構成部品の形状及び板厚の適正化。

⑥ エコドライブ支援装置 燃費計と燃費の良い運転をひと目で確認することが
できるエコドライブインジケーターを装備。

⑦ LEDヘッドライト
LEDテールランプ 消費電力の削減と長寿命化を目的。

※右記画像はイメージです。�＊SEPはスズキ･エコ･パフォーマンス

船外機
燃費向上技術・取り組み 概　要

① リーンバーン（希薄燃焼）
制御システム

高効率な燃焼が得られるよう、エンジン出力に応じて
希薄な混合気を自動調整し、燃費向上を実現するシス
テム。

② プレシジョン
コントロール

リモコンによるスロットル操作及びシフト操作を、従来
のケーブルから、摩擦や抵抗などの機械的な要因を
排除した電子配線に置き換え、制御するシステム。

③ 高圧縮比化 燃焼室の冷却改善、燃焼室内流入空気温度の低減を
行い、圧縮比を上げ、熱効率を向上する取り組み。

※右記画像はイメージです。�※緑文字はSUZUKI�GREEN�Technology該当技術です。

◦新型機の燃費の向上
2021年3月に販売開始した新機種「DF140BG」は、

エンジンの高圧縮比化、リーンバーン（希薄燃焼）システム
の採用等により、従来機種と比較して最大６％の燃費向上
を実現しました。

新たな100年に向かって� スズキの環境技術への取り組み

生産活動におけるCO₂排出量の削減

次世代車両の開発

電気自動車（インドのフリート走行車）

TDS リチウムイオンバッテリー グジャラート社（TDSG）

グローバルCO₂排出量実績※
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風力発電（湖西工場、研修センター） 1,651,002

発電量（kWh）

11,332,186

41,711,717

太陽光発電
（マルチ・スズキ社、パックスズキ社等）

太陽光発電（牧之原、浜松工場、舞阪）

スズキ牧之原太陽光発電所

〈四輪車〉主な燃費向上技術

〈二輪車〉主な燃費向上技術

〈船外機〉主な燃費向上技術

グローバル新機種平均CO₂排出の削減推移(単位：％)
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④オープンタイプレクチファイア

その他
⑥エコドライブ支援装置

パワートレイン技術
①SEPエンジン

②デュアルスパークテクノロジー

③インジェクションシステム

エンジン技術
①リーンバーン（希薄燃焼）
　制御システム
②プレシジョンコントロール

③高圧縮比化

車体の軽量化
⑤フレームの改良

⑦LEDヘッドライト

⑦TECT
車体の軽量化
⑥HEARTECT（ハーテクト）

画像：ソリオ

画像：Hayabusa

画像：DF140BG

その他
④蓄冷エアコンシステム
　（エコクール）
⑤アイドリングストップ

電子配線

K12D型
エンジン

シフト･アクチュエーター

スロットルボディー

リモコン
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スズキは2020年、ロードレース世界選手権が4ストローク化
され、名称がWGPからMotoGPへと変更された2002年以降
初のMotoGPチャンピオンを獲得することができました（図1）。

ここではレース活動60年の歴史を振り返りながら、MotoGP
チャンピオン獲得を目指して開発を進めてきた並列4気筒マシン

「GSX-RR（図2）」の特徴と開発経緯について紹介します。

1	レース活動60年の軌跡（図3、図4）

WGP初参戦は1960年の第2戦マン島TT125ccクラスで
した。初優勝は1962年の第3戦マン島TT50ccクラスで、
ライダーはエルンスト・デグナー。デグナーはこの年、スズキに
初のライダータイトルをもたらしました。その後1968年の活動休
止までの間に、スズキは小排気量クラス（50cc、125ccクラス）
で7つのライダータイトルを獲得しました。

WGP最高峰クラス（500ccクラス）への参戦開始は1974
年で、マシンは水冷2ストロークスクエア4気筒の「RG500」でし
た。初優勝は1975年の第6戦ダッチTT（アッセン）で、ライダー
はバリー・シーン。最高峰クラス初のライダータイトルは1976年

のバリー・シーンで、翌年も連覇を果たしました。その後マシン
はV 型 4 気筒の「RGV-Γ500」へと進化し、2001 年までに

「500ccクラス」で合計6つのライダータイトルを獲得しました。
MotoGPクラスへはMotoGP初年度の2002年より新開

発4ストロークV型4気筒990ccエンジンを搭載した「GSV-R」
で参戦し、開幕戦日本GP（鈴鹿）で2位表彰台を獲得しました。
初優勝は排気量が800ccへと変更された2007年の第5戦
フランスGP（ル・マン）で、ライダーはクリス・バーミューレン。ラン
キングもそれまでの最高成績である4位をジョン・ホプキンスが獲
得しました。その後2012年から3年間の活動休止期間を経て、
それまでとは全く異なる並列4気筒1000ccエンジンの「GSX-
RR」で2015 年にMotoGPへ復帰。その後着実に進化し、
復帰 6 年目の2020年に初のMotoGPチャンピオンをジョアン・
ミルが獲得しました。

2	GSX-RR開発コンセプト
基本性能である「走る・曲がる・止まる」をバランス良く向上する

ため、「減速・旋回・加速の高次元でのバランス追及」をコンセ
プトにしています。そのコンセプト実現に向けた課題を克服す
るためにエンジン、車体、制御それぞれに目標を設定しました。

3	エンジン開発
スロットルリニアリティを重視しながら最高出力向上を図って

おり、特に低中負荷域のトルク特性にこだわりました。
図5はMotoGP初年度2002年からの最高出力の推移を示

したもので、特にGSX-RR初年度の2015年から2016年に
かけての出力向上ペースが速いのは、活動休止3年間の他社
の進歩が予想を上回っていたことから、最高出力向上に焦点を
絞って開発を進めた結果です。

4	車体開発
加減速・コーナリング時の安定性を狙った開発を行っており、

車両運動性能を測る指標であるヨー・ロール・ピッチングモーメント
の最適化や、加減速・コーナリング時のタイヤグリップのバランス

をとるために車体剛性の調整などを行っています。
空力性能も重要な要素でありCAEと風洞試験をフル活用

して開発に取り組みました。現在全社採用しているウィング
形状の空力デバイスは、ドラッグ（空気抵抗）は若干悪化しま
すが、フロントリフト（揚力）低減により減速時の安定性が向上
します（図 6）。

2015 2020
CdA（ドラッグ） 基　準 3.5%
ClfA（フロントリフト） 基　準 −9.4%

車両前面形状

図6 空力性能の推移

5	制御開発
ECUは各社共通仕様のため基本的にはフィードバック制御

ですが、事前のシミュレーションとデータ分析によって擬似的な
予測制御も行っています。

主な制御には加速中の前輪の浮き上がりを防止するウィリー
制御、加速中の後輪の空転を防止するトラクション制御、減速
中の後輪ロックを防止するエンジンブレーキ制御、スタート時
の過回転を防止するローンチ制御などがあり、各種センサーに
よって駆動力を制御し高い安定性と機能性を実現しました。

以前よりスズキとヨシムラジャパンは耐久ロードレース用車両
の共同開発を行なっています。

今年ヨシムラジャパンとSuzuki Endurance Racing Team
は合同による新チーム「ヨシムラSERT Motul」を立上げ、二
輪車による耐久ロードレースの最高峰である国際モーターサイ
クリズム連盟（以下FIM）主催の「2021 FIM世界耐久選手権

（EWC）」に参戦をしています。
この新チームは開幕戦のル・マン24時間、そして第3戦ボル

ドール24時間という二つの伝統ある24時間耐久レースで優勝
し、最終戦でも3 位表彰台を獲得してチャンピオンを獲得しま
した。これはスズキとして通算20度目の年間チャンピオン獲得
となります。

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。

スズキレース活動の紹介（MotoGP、EWC）
MotoGPチャンピオン獲得への挑戦  

図1 チャンピオンを獲得したジョアン・ミル（第14戦バレンシアGP終了後）
●1949 WGP初開催
●1960 WGP初参戦（第2戦マン島TT：125㏄クラス）
●1962 WGP初優勝（第3戦マン島TT：50㏄クラス）
●1962 WGP初タイトル（エルンスト・デグナー：50㏄クラス）
●1963 WGPマン島TT日本人初優勝（伊藤光夫）
●1974 WGP500㏄クラス（最高峰クラス）参戦開始
●1976 WGP500㏄クラス初タイトル（バリー・シーン）
●2002 WGPからMotoGPへ（4ストローク化）
●2020 MotoGPクラス初タイトル（ジョアン・ミル）

レース活動60年の軌跡

図3 スズキレース年表

図7 2021年EWC最終戦（モスト）表彰台

図2 2020 GSX-RR（#36 ジョアン・ミル車）
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図4 MotoGPランキングの推移（スズキ最上位）
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図5 最高出力の推移

図8 ヨシムラSERT Motul GSX-R1000R

FIM世界耐久選手権への挑戦  
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走行時にドライバーのアクセル・ブレーキ操作の
負担を軽減させるACCというシステムに携わって
います。運転に苦手意識がある人でもより楽しい
ドライブができるように仕様を検討しています。

車線維持支援機能
の設計・評価を担当
しています。品質を担保する
ために、さまざまな条件をシミュ
レータで再現し、「スズキの
レーンキープいいね！」と感じて
いただける、システムの開発
に取り組んでいます。

車線維持支援
機能の実験と

評価試験を行ってい
ます。スズキ車に合っ
た競合他車に負けな
いレーンキープになる
ように、日々取り組ん
でいます。

運転支援システムの開発	に携わる若手技術者たち
新技術で交通事故ゼロに挑む
若手技術者たちのメッセージをご紹介します。

衝突被害軽減ブレーキ(AEBS)の
設計業務を担当しています。担当業
務の経験が浅く、覚えることが多いで
すが、お客様に安全・安心なお車を
届けられるよう、日々努力しています！

お客様が安心してドライブできることを目指
してAEBSを設計しています。『付いてて
良かった』と思っていただけるAEBSをお

届けし
ます。

横滑り防止装置（ESC）の
システム設計を担当して

います。ESCが持つ機能について、システム
設計と検証を繰り返し、お客様が安心して運転
出来る車となるよう取り組んでおります。

AEBSの実車試験を担当しています。交通事故
の無い世の中を実現すべく、あらゆる状況を想定
し、どうチューニングすればもっとよく止まるだろう
かと日々チームで試験しながら開発をしています。

衝突被害軽減ブレーキ評価試験の様子

ペダルを踏み間違えた時
に、エンジンの出力を抑制
して急発進を防止する、誤
発進抑制機能を担当してい
ます。”万が一”の間違いか
らお客様を助けられるシス
テムを実現していきます。

運転支援システムのベースソフトを開発しています。お
客様に安全・安心・快適をご提供する機能の基盤であ
り、“縁の下の力持ち”としてのやりがいを感じています。

車線維持支援機能の機能設計、性能の作り込みに
日夜奮闘中です。お客様の期待を上回るスズキ史上
最高のレーンキープを実現するために、これからも努力
を絶やさず邁進して参ります。

車間距離を保ちながら、自動的に加速・
減速・停止までサポートするACCの実車
評価を担当しています。北は北海道、南は
沖縄まで長距離運転で出かけ
たくなるシステムを作ります！

ACC実験

千葉	琢郎

AEBS実験

井上	昌信

AEBS設計

髙田	祐輔（右）

車線維持支援機能の車両シミュレーション

ESCが適切に機能する
かの確認試験を担当して
います。車の安全な走行
を助けるESCが想定通
りに機能するよう、氷の
上から砂利道まで様々な

条件で走行試験を行
い検証をしています。

　車両システム制御設計グループ　

お客様が安全・安心・快適に自動車を運転できるよう
に、アクセル、ステアリング、ブレーキ操作のサポート
を行う運転支援システムの開発を行っています。

誤発進抑制機能設計

中世古	悠

ESC実験

深井	怜

システムアーキテクチャ

弘中	寛之

車線維持支援機能設計

日原	健人

車線維持支援機能設計

柴立	政輝

車線維持支援機能実験

石川	璃空

アダプティブクルーズコントロール（ACC)設計

若林	楓

衝突被害軽減ブレーキ（AEBS）設計

相津	博史（左）

横滑り防止装置（ESC）設計

川合	剛史
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噴霧塗装膜厚の塗装	CAE技術の開発

塗装膜厚分布の数値計算手法
噴霧塗装は、供給した塗料溶液を塗装機から吐出す

る際に、塗料に大きなせん断力を掛けることで霧化を
促し、被塗物に塗着させ連続膜を形成する塗装法です

（図 1）。塗着する過程をシミュレーションする流体 CAE
（図 2）には、気流、静電界、溶液の性状、霧化粒子径
の継続的な変化、未塗着粒子の再塗着、塗着後の流
動など様々なパラメータが存在し、車体のフルボディを
塗装シミュレートするために要する計算時間は実用レベル
に達していません。そこで、計算過程を簡略化するために、
塗装機をXY方向にそれぞれ一定速度で移動させて取得
した膜厚積算分布から、静止状態での膜厚分布（図3）を
予測し、塗装軌跡に積算させる簡易的なシミュレーション
モデルを構築しました。

膜厚分布予測式の確立
当初は、塗装機を静止させた状態で塗料を噴霧して取

得した膜厚分布をシミュレーションに使用していましたが、
この手法で取得したデータは、シミュレーション結果に大
きな誤差が生じていました（図 4）。そこで、塗装機を移
動させて積算した膜厚結果から静止状態での膜厚分布
を逆算するために、X/Y 軸に基準曲線を作成し、それを
±90 度回転させることで、4つの半円を合成させる計算
モデルを作成しました。また、この基準曲線は座標中心
より一定間隔で配置された制御点をスプライン曲線で繋
ぐ計算モデルを採用しています。より滑らかで高精度な
計算結果を得るために、基準曲線の始点をゼロ座標点
から任意に移動させる計算モデルにより、更に高精度な
解析を可能としました（図 5）。

解析技術の確立と開発への活用
高精度な逆算値を得ることのできる計算式では、複雑化

して多くのパラメータが存在する中で、簡単には最適解を
得ることはできません。そこで、AI技術を活用できるソフト
ウェアを使い、各パラメータの設計領域を効率的に最短
ルートで探査させる方法を構築しました（図6）。これにより、
実際の塗装膜厚と極めて誤差の少ない高精度な塗装膜厚
分布の逆算解析の確立に成功しました（図7）。

技術課題
現在、四輪ボディの内外板塗装のシミュレーションは

満足できる結果を得ることに成功していますが、バンパー
や二輪、船外機などを構成する複雑な形状の小物部品の
再現性には課題が残っています。吹き抜け形状や袋形状
などの、いわゆる静電効果が塗着因子に大きく影響する

部位に対して、更なる再現性の改善に取り組んでいます。
また、現状は作られた塗装軌跡データでシミュレーション

することに留まっていますが、今後はシミュレーション結果
に基づき塗装軌跡の自動最適化を図ることを次なる課題
ととらえて開発準備を始めたところです。

▋著者紹介

海老名	佑介
塗装生産部　係長

（1999年 入社）

渡邉	尚登
塗装生産部　

（2019年 入社）

眞野	勇人
四輪プラットフォーム・HMI開発部

（2015年 入社）

榊原	光利
四輪車体実験・評価部

（2009年 入社）

CAE技術の進化にともない、グローバル社会において新機種開発スピードの競争が激化する中、フロント

ローディングによる機種開発の短期化が大きな課題となっています。塗装分野においても、シミュレーション

を活用した短期間での機種開発を目標に掲げ、今回、塗料を1/100mmまで霧化して吹付け、連続塗膜を

生成する「噴霧塗装膜厚」を高精度に予測する技術を開発しました。

背景・狙い

▍塗装膜厚を机上で予測できるCAE手法の構築

▍膜厚分布解析に関する新しい理論と予測式の確立

▍汎用最適化ソフトウェアを用いた高精度な塗装膜厚解析

エア霧化塗装機 回転霧化塗装機

図2 流体CAEによる解析例 図3 静止状態の膜厚分布

図1 実際の塗装風景

図4 ワンショット法による解析結果

図6 最適化ソフトによる解析履歴

図5 計算モデルイメージ

図8 塗装シミュレーション風景

図7 逆算解析モデルの解析結果

回転霧化塗装機

現在はVRゴーグルを装着し、仮想空間上にあるワーク
を塗ることで新機種開発における問題の早期対策方法
の検討（図 8）に加えて、工場拠点での新人教育にも
活用しています。

また、ロボットによる塗装結果を即座に仮想空間上で
シミュレートすることで、実車でのトライアル回数を減らし、
生産準備の更なるスピードアップと品質向上のための
取り組みにも着手しました。

エア霧化塗装機デザインID

パ
フ

ォ
ー

マ
ン

ス

デザインIDが増加
する度に機械学習
の精度が向上し、
パフォーマンスが
向上している解析
履歴の一例です。
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Q3
コロナ禍の中、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？

新型コロナウィルス感染症（コロナ）は、人の体へのリス
クに加えて、人の心のリスクを生じたと思います。WHOは、
客観的で中立的な立場から、データを基に論理的な分析を
して判断していくことが本来の姿です。しかし、コロナの初
期の段階から、恣意的に都合の悪いデータを隠していると
疑われました。このため、どの情報が真実で何を信じればよ
いのかと、人々の心の中に疑心暗鬼を生じました。他にも、
自分自身の利益のみを求める我欲により、データを選んで
発信することが横行したため、人々の心の中に混沌が深
まったと思います。コロナにより人々は右往左往するばか
りでなく、人々の価値観に変化を生じました。例えば、中
国では寝そべり族という、あくせくと働いてお金を得るより
心の拠り所と安定を願う人 を々生んでいます。一方、経済
が苦しくなる中で、生きるためには何でもするという人も出て
きています。大きく分けると、ゆとりがある方向と無い方向
の2極に価値観が変化して、貧富の格差を生じています。

こうしたお客様の価値観の変化に合わせて、ビジネス
の焦点も変化させていく必要があります。また、貧富の格
差の拡大は社会の崩壊を招くため、貧富の格差を縮小させ
るためのビジネスと経済活動、および政策が重要になると
考えています。

Q4
先生は戦国武将・真田家の末裔でいらっ
しゃいます。また、ご祖母様は上杉家の方
です。先生が大切にされている真田家や
上杉家の教えなどをお教えいただけないで
しょうか？

私の曽祖父は、真田十万石の末裔にして真田本家に
あたりますが、祖父は次男のため、分家となります。その
祖父に嫁いできたのが上杉本家の長女です。

真田家の家訓は、口伝で伝えられました。それは、
「死ぬまで生きよ」というものです。その意味は、「生に
固執しなさい。生き延びなさい。」ということです。その

ためにやることは次の 4 つがあります。
　1）慎重に・慎重に・慎重に考えて検討しなさい
　2）検討したことを決断しなさい
　3）決断したことを実行しなさい
　4）実行したことに対して責任を取りなさい
1）は多方面から正確な情報を取って現状分析をしなさい

ということです。真田十勇士は情報収集者の物語です。　
4）の責任を取りなさいということは、成功しなさいということ
です。成功する確信を持って生きなさいということです。

スズキ財団の鈴木修理事長は、この4つのことを実行
されてきたすごい経営者と思います。たいへん尊敬して
おります。

一方、上杉家の家訓は、「大義を失ってはいけない」と
いうことです。両家の家訓をまと
めると「義を貫けば、生き抜く
ことが出来る」ということです。

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？

若い研究者や技術者には、目先のことより真理を追及
して欲しいです。我欲にとらわれずに、普遍的な真理の
追及に没頭して下さい。真理を技術に反映して、環境に
対応した良い製品を作って、世の中の人に「ありがとう」
と言われるようになって欲しいです。その一方、いかさまな
世界に惑わされないように、いかさまの世界のことも知り、
いかさまに影響されないように真理の追究を実践してくだ
さい。

真田 幸光 先生インタビュー  

が、自分の研究テーマとなりました。
金融を国際的に把握するために、国際金融市場の一つ

である香港に行きました。香港では、中国語と華僑経済
に加えて、欧米の金融マンと一緒に仕事をして、欧米の
考え方とアジアの立ち位置を学びしました。このようにし
て、国際金融からアジア経済と日本の経済を分析して、
日本企業しいては日本の経済の発展に役立てていくこと
が私の研究の目的となりました。
※�プラザ合意：1985年9月に米国ニューヨークのプラザホテルに先進国5カ国（日・米・英・
独・仏）の蔵相と中央銀行総裁が集まってなされたドル高是正の合意。プラザ合意の
結果、円高が進み、円高に伴って日本からアジアへ投資が進んだ。

Q2 先生が行ってきたお仕事について、
お聞かせいただけないでしょうか？

実は、私は政治家になりたかったのです。細川元首相か
ら一緒に新党を作ろうと誘われて政治家を目指しましたが、
実際に永田町の人 と々付き合うようになって、政治家より
も中立的な立場で政策を提案したり、若い人の支援や
育成をしたり、地方の手助けをすることに興味が移りました。
それらを行うためには大学の先生は良いポジションだと
感じました。そして、東京銀行時代に韓国やアジアの経
済について本を何冊か書いていたこともあり、1998 年
に愛知淑徳大学に移りました。大学に移ってからは、特
に、地方の国際化に関して政策提言やアドバイスをおこ
なっております。例えば、熊本の田原（たばる）塾では毎
年講演をしたり、地方銀行の役員などを通して地域の経済
のために助力したりしております。こうして、地元の企業の
皆様との付き合いの輪が広まってきました。

私は、学者というよりも現場で起こっていることから理論
を作ったり、国際金融から地元企業のアドバイスをしたり
することによって、地方の経済発展のために、そして地方
経済の担い手となる人の役に立ちたいと思っております。

Q1
先生は、国際金融経済学者としてご活躍
されています。経済と金融の研究を始めら
れたきっかけについてご紹介していただけ
ないでしょうか？

私は、慶應義塾大学 法学部政治学科卒業後、1981
年に東京銀行に入行しました。当時は、欧米の金融と経
済が中心で、アジア経済の専門家が少ない状況でした。
しかし、これからはアジア経済が重要と考えていましたの
で、1984 年に自らがアジア経済の現場に飛び込んでい
きました。まず、韓国の延世大学に留学させていただきま
した。そして、東京銀行のソウル支店長代理として、韓国
の経済と金融を学びました。

1985年9月のプラザ合意※の結果、日系企業による、
香港、シンガポール、韓国、台湾などのアジアの国々への
投資が進み、アジアの経済が伸びて行きました。その時に、
東京銀行のソウル支店で日本の企業に対して、アジアの
どの国に進出するのが良いのかアドバイスを始めました。
このようにして、韓国を軸としてアジア経済を横並びで見る
ことを始めました。同時に、アジア経済はアメリカ経済と
つながっていること、経済は金融を絡めて研究する必要
を感じました。そして、国際金融の視点から見たアジア経済

国際金融を分析して日本経済を支援する
「義を貫いて生き抜く」

スズキ財団 評議員

真
さ な

田
だ

	幸
ゆ き

光
み つ

		愛知淑徳大学　教授

愛知淑徳大学 教授で当財団の評議員の真田幸光先生にお話を伺いました

東南アジア主要国の実質経済成長率推移 1997年～2000年　
    真田幸光（2002）『早わかり韓国』日本実業出版社より

インドネシアシンガポールマレーシアタイフィリピン中国香港台湾韓国

（単位：％）

＊出所：各国政府・中央銀行データ
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「BSフジLIVE プライムニュース」より
出演中の真田先生（右から2番目）

真田家菩提寺の長谷寺

真田家発祥の地　上田 山家神社
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総 資 産
設 立 年 月

113億7,190万円（令和3年3月末）
1980年 3月

助成件数累計※

助成金額累計※
1,855件
22億5,459万円

※1980年度から2021年度の42年間の累計

公益財団法人	スズキ財団	 事業報告
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スズキ財団の2021年度（令和3年度）の公募と実績の詳細については
右記ホームページをご確認ください。�▶ https://www.suzukifound.jp/

2021年度（令和3年度）	研究成果普及助成事業の実績		
 ※助成順 ※所属・役職は助成当時 ※敬称略

内容 期間 所属
役職 氏名

2021�IEEE�International�Conference�on�Advanced�Robotics�
and�its�Social�Impacts�（ARSO2021）� （Web開催）�

令和3年
7月8日～7月10日

名古屋大学
教授 長谷川�泰久

日本マイクログラビティ応用学会�第33回学術講演会（JASMAC-33）
� （Web開催）

令和3年
10月13日～10月15日

山口大学
教授 三 上� 真 人

Eighth�International�Conference�on�Very�High�Cycle�Fatigue�（VHCF8）
（第8回�超高サイクル疲労に関する国際会議）� （Web開催）

令和3年
7月5日～7月9日

北海道大学
教授 中 村� 孝

第60回セラミックス基礎科学討論会
� （Web開催）

令和4年
1月8日～1月9日

熊本大学
教授 町 田� 正 人

2021年度砥粒加工学会学術講演会（ABTEC2021）
� （Web開催）

令和3年
9月1日～9月3日

大阪大学
教授 榎 本� 俊 之

持続性社会のための材料とシステムに関する国際会議2021（ICMaSS2021）
� （Web開催）

令和3年
11月4日～11月6日

名古屋大学
教授 成 瀬� 一 郎

理事、監事、評議員		
理 事 長 鈴 木  修 スズキ株式会社 相談役
専務理事 安 藤  真 彦 兼事務局長

理 事

足 立  芳 寛 東京工科大学 客員教授
小 口  泰 平 芝浦工業大学 名誉学長・名誉教授
加 藤  百 合 子 株式会社エムスクエア・ラボ 代表取締役社長
鎌 田  実 一般財団法人 日本自動車研究所 代表理事・研究所長
大 聖  泰 弘 早稲田大学 名誉教授
古 川  勇 二 東京農工大学 名誉教授
堀  洋 一 東京理科大学 教授

監 事
鈴 木  勝 人 株式会社ベルソニカ 代表取締役会長
豊 田  泰 輔 スズキ株式会社 常勤監査役

評議員長 大 日 方  五 郎 公益財団法人 名古屋産業科学研究所 上席研究員

評 議 員

喜 多  隆 介 静岡大学 工学部長
眞 田  幸 光 愛知淑徳大学 教授
寺 嶋  一 彦 豊橋技術科学大学 学長
野 口  博 静岡理工科大学 学長
矢 部  彰 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 特別顧問・名誉リサーチャー
鈴 木  俊 宏 スズキ株式会社 代表取締役社長
本 田  治 スズキ株式会社 代表取締役技監
原 山  保 人 スズキ株式会社 特別参与



機械工業の発展を願って
スズキ財団は、日本の社会の発展に貢献してきた機械工業の飛躍のため、科学技術に関する研究に従事する
全国の大学、大学院、高等専門学校及び、公的研究機関の研究者を支援しています。
 設　　立 スズキ株式会社創立60周年を記念して、1980年3月に設立されました。　
 活動実績 これまでの41年間で、全国の研究者の皆様や海外からの研究留学者に累計1,855件、
   　　　 総額22億5,459万円の研究助成を実施しました。
   　　　 また、財団創立40周年を記念して、顕彰事業として「やらまいか大賞・特別賞」を創設しました。
 総 資 産 113億7,190万円（2021年3月末）

公益財団法人
スズキ財団

青少年の健全育成を目指して
スズキ教育文化財団は、静岡県内の高校生や静岡県出身の大学生に対する返済不要の奨学金給付や特別
支援学校で学ぶ子どもたちが使用する物品の寄贈、外国人学校で学ぶ児童・生徒への支援を行っています。
 設　　立 スズキ株式会社創立80周年を記念して、2000年10月に設立されました。　
 活動実績 これまでの21年間で、471名に、総額3億6,528万円の奨学金を、特別支援学校に
　　　　 総額3,117万円の物品をお届けすることができました。
 総 資 産 46億6,566万円（2021年3月末）

公益財団法人
スズキ教育文化財団

社会福祉の向上・スポーツの普及振興に貢献します
鈴木道雄記念財団は、社会福祉法人への福祉車両等の寄贈、児童・青少年に対するスポーツの普及・
振興事業への助成を行っています。
 設　　立 スズキ株式会社の創業者鈴木道雄の遺徳を偲び、鈴木家が同社株式25万株を寄付して
　　　　 2018年1月に設立されました。
 活動実績 これまで、静岡県内の社会福祉法人20団体に福祉車両を寄贈したほか、スポーツ指導者の育成や
　　　　 児童・青少年がスポーツにかかわる機会の創出を行う団体に1,357万円の助成を行いました。
 総 資 産  11億5,301万円（2020年9月末）

公益財団法人
鈴木道雄記念財団


