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かつて世界を席巻した日本の家電や半導体がグローバル市場で伸び悩む
それはすなわち、
日本の製造業は世界で勝ち抜けるのか、
という問いにほか
日本のものづくりの力の源泉と言われてきた現場力とすり合わせ文化は、海
コンソーシアムの巨大な力で対抗してくる欧州勢に対し、
また追い上げに拍
日本のメーカーはいかなる手で立ち向かうべきなのでしょうか。
これらの問い
国内製造業の中でも、いまなお世界市場で右肩上がりの成長を続ける自動
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クルマの心臓部ともいえるパワートレイン開発の現場に焦点を
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ホンダ、
ジヤトコ、
トヨタ紡織で長年にわたりクルマ開
課題について語っていただきました。
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グローバルな市場競争
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吉本 敦
加納 知広氏
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四輪R&Dセンター
第3技術開発室
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第2技術開発本部
エンジンプロジェクト推進部
エンジン計画室
主査

（よしもと あつし）
株式会社電通国際情報サービス
取締役 常務執行役員

か
の
い
強
りは
のパワートレイン開 発 責 任 者 からの提 言
中、
日本のものづくりに対し、いま大きな疑問符が投げかけられています。
なりません。
外メーカーとの市場競争の中でいまも有効なのでしょうか。
車をかける中国・韓国勢に対し、
への答えは開発現場にあります。
車産業。
当て、
日本のものづくりの最新動向に迫ります。
発にあたってきた5氏に、開発現場から見た日本のものづくりの強さと
に向け、
自動車業界各社が取り組む構想設計の最適化の事例として、
を導入したホンダ、
日産の取り組みを紹介します。

野間 一俊氏
（のま かずとし）
ジヤトコ株式会社
執行役員
開発部門担当

藤田 貴也氏
（ふじた たかや）
日産自動車株式会社
パワートレイン開発本部
パワートレイン実験部
部長

敷田 卓祐氏
（しきだ たかすけ）
トヨタ紡織株式会社
パワートレーン技術部
部長
兼 機能品開発部
主査
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日本のものづくりは強いのか
吉本

新興国市場の成長に伴い伸びる自動車販売台数

今日はお忙しい中お集まりいただき、
ありがとうございます。
い

（百万台）

集計対象：乗用車、
および車両総重量6.0トン以下の小型商用車

ま産業界、経済界で家電や半導体の不振を受け、
「日本のものづくり
はもうダメなんじゃないか」
というようなことが囁かれています。
しか
し、本当にそうなのでしょうか？例えば新興国市場の成長に乗る自動
車産業はまだまだ元気です。そこで本日は、
クルマの開発に携わって
こられた皆さまに、現場から見た日本のものづくりに対して忌憚ない
お話を伺いたいと思います。まず単刀直入に、日本のものづくりは
いま海外と比べて強いのか、弱いのか、
クルマの開発現場からの実感
をお聞かせください。

北米・西欧・日本

BRICS

その他

※2012以降は予測値

Includes content supplied by IHS; Copyright© IHS, 2012. All rights reserved

藤田

正直なところ、ずいぶん追いつかれたなという感じはありま

すね。
トヨタさんをはじめとするハイブリッド技術のところでは、ま
技術のところでは日本は相変わらず強い。長く乗っていて壊れないと
か、品質や信頼性のところでは欧米に勝っている。
ただ、
クルマ一台の
商品性という観点では、
ずいぶん追いつかれてきていて、一部抜かれ
たところもあります。

吉本

一部抜かれたとは、
どういうところでしょうか？

大津

抜かれたというか、腹立たしいというか（笑）。特に悔しいの

は、ヨーロッパ連合ですね。技術で遅れをとっているなら開発力で
勝 負できます。そうではなくて、ヨ ー ロッパ 連 合 は 官 民 一 体 で
NEDC ※2のような、自分たちに有利な排ガス基準を定め、互いに手
だ負けていませんが、
ヨーロッパ勢はすぐ後ろに迫ってきています。
ちょっと怖いのは韓国ですね。以前はリバースエンジニアリング

※1

などによる模倣が多かったけれど、最近は技術をものにし始めてい

を握って競争を有利に進めているんですよ。
アメリカや韓国も同じよ
うな動きを強めており、
日本はそうした流れに置いていかれたような
状況です。

ます。そう考えると、競争がかなり横並びになってきているという気
はしますね。

吉本

なるほど。その点は後ほど取り上げさせていただきます。
ジヤ

トコの野間様いかがですか？日本のものづくりの強さについては？
加納

同感です。100％完全に真似られたとか、同じ性能を出してき

ているということではないのですが、お客さまから見て差が見えなく

野間

なるほどには追いつかれているという気がします。一方で、
ものづくり

でも、現場が「ここまではいける」
と頑張ってくれる。開発でも、何か

の根っこで競争力を発揮しているのは日本製の工具や設備ですよ

問題が起これば、いろいろな部署が集まってそれを解決する。
これは

ね。海外でも使われていて、ここは日本のものづくりの強みだと思

海外にない日本の強みです。
日本の自動車業界はその強みで勝ち抜

います。

いてきたと私は思っています。
ただ最近、海外勢が、情報システムや優

やはり現場力ですね。
日本では図面に出ていないようなところ

れた解析ソフトウエアなどを使ってそこを埋めてきている。
そこのとこ
大津

確かに工具や設備は日本製が多いですね。加工技術や生産

ろを少々脅威に感じています。

最後に勝つために「負ける戦略」も必要だ。加納 知広氏
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ロシアやブラジルで思いっきり活躍できる。藤田 貴也氏
吉本

そのあたりはよく言われる「すり合わせ」になるでしょうか。

日産自動車株式会社

ていくんじゃないかな。

トヨタ紡織の敷田様はいかがでしょう？
吉本
敷田

いますり合わせという言葉が出ましたが、日本を含めて東南

いま、一通り皆さんのご意見を伺ってみて思ったのですが、
日

本の製造業は現場力が発揮される難しい製品分野では依然として

アジアの製造業は文化的に共同作業によるものづくりが得意という

強いといえそうです。今後、
さらに商品性の強化に取り組んでいけば、

気がします。それで品質の良いものを安く大量に作って売ってきた。

大いに勝算がありそうですね。

いわゆる大量生産、薄利多売というやつです。
これは製造業の王道で
すが、
しかし、落とし穴があったような気がします。大勢に買ってもら

現場力とすり合わせはまだ有効か？

う製品は、大勢に好かれなければいけない。それで個性がそぎ落と
され、顔のない製品になってしまいました。そういう製品は結果的

吉本

に誰にも好かれません。

げてみたいのですが、野間様、
いかがでしょうか。

大津

野間

敷田さんのご指摘の通りだと思います。品質のほかに商品の

魅力というところで少し手を入れていかないと、
これから苦しい戦い

さて、
この現場力とすり合わせ文化のところをもう少し掘り下

20世紀の終わりから21世紀初頭にかけ、
日本のものづくりは

現場のすり合わせで技術を積み上げることによって海外への優位を得
たように思います。
しかし、
すり合わせによる開発はいわばボトムアップ
のものづくりで、先ほども商品力の話が出ましたが、
どうしても尖った
商品につながっていきません。
ブランド力を持った斬新な商品を生み
出すには、
トップダウン型のリーダーシップが必要です。

加納

尖った企画は確かに必要ですね。最近のトヨタでいえば、ハチ

ロク※3などがそれにあたるかもしれません。ホンダさんも日産さんも
尖ったものを出されていますよね。

吉本

すり合わせの効用というのはなんでしょう？やはり品質でしょ

うか？
になっていくでしょうね。
大津
敷田

日本のクルマづくりがいま世界の追い上げを受けているのも、

そのあたりにひとつ原因があると思いますよ。

すり合わせの力は開発のスピードにつながっていると私は

思っています。
目標値を決めて開発を始めたものの、いろいろな理由
で目標値が変わってしまうということがあります。
そんなときヨーロッ
パのサプライヤーは量産日程をまず守れない。
でも日本のサプライヤー

吉本 となると、顔のない商品から離れ、嫌われてもいいから顔があ

は守るんですよ。途中で方向を変えること自体いけないことですけれ

る商品を生み出していくべきだということでしょうか？

ど、やむを得ずそういう展開になることがある。そのときに、必ず間に
合わせる。
これがすり合わせの力ですね。日本にはこの力がまだ残っ

敷田

実はそこも難しいんです。
日本の産業構造として、大量生産を

ていて、開発のスピードを生み出しています。

続けていかないと物事が回っていかないところに来てしまっている。
そうなるとやはり薄利多売を止めるわけにはいかない。高付加価値

藤田

確かにきめ細かいものづくりというのはもう脈々とした日本の

のブランド商品を作っても、それほど大きなビジネスにはなりません

伝統で、それを量産にちゃんと移していくというのは、
これはやっぱり

しね。薄利多売商品とブランド商品の中間に丁度いいバランス点が

日本のサプライヤーのものすごく強いところですね。

あるわけではないので、
おそらく自動車メーカーは今後両極に分かれ
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吉本

いま、そういうサプライヤーが海外に出て、現地に日本流を教

自動車はEVでコモディティ化するのか？

えていると聞きますが。
吉本
藤田

タイでは繊細な国民気質をうまく利用して、かなり品質の良

かつてアナログテレビが世に出たとき、日本は得意の現場力

で高品質テレビを生み出し、世界市場でシェアを伸ばしましたが、

いものができるようになっていますよ。それをうまく使っていくのが、

デジタルの時代がやってきて製品のモジュール化が進むにつれ、す

私たち製造業の強みだと思いますね。

り合わせの競争力がかき消されてしまいました。
これがいまの電機
業界の苦戦につながっているという指摘もあります。例えば今後、

吉本 それほど日本がすり合わせに長けている理由は何なのですか？

電気自動車（EV）の時代が来たときに、
これは自動車産業にも当て
はまる話だと思われますか？

藤田

開発と製造が割と近いところにいるというのがあります。三

遊間とかグレーゾーンが割と許容されるのです。本当は三遊間など

野間

非 常に暗い話ですね（ 笑 ）。電 気自動 車は、ある意 味 、
「電

あってはいけないのかもしれませんが、責任部署同士がグレーのと

池」自動車ですから、家電のデジタル化に近いようなパラダイム変

ころを取り持つような、そんな文化が昔からある。ヨーロッパ勢は

革が起こるかもしれません。コンポーネントを組み合わせればでき

むしろ分業制で、問題があっても
「設計が悪い」
「 生産が悪い」で終

てしまうので、家電と同じコモディティ化が起こりかねません。ユー
ザーから見ても、排ガスを出さないということでかなり分かりやす
いですしね。

敷田 とはいえ、電気自動車でもすり合わせの余地はまだ残ってい
るのではないですか？例えば良いモーターを作るためには、精密な
プレス機が必要です。そのプレス機には精密な型が必要で、それに
は精密な加工機械が要る。さらにそれを操作する熟練の技術者が
必要になりますから。

大津

そういった熟練の技術は今後も必要と理解しつつ、
このまま

だと電気自動車は間違いなくコモディティ化していく傾向にあると
わっていきます。

私は思います。乗ってみると分かるのですが、
トランスミッションが
なかったりするので、全開加速のときも中間加速のときも同じように

大津

海外勢はそこのところを情報システムで補完してきています

加速する。
それが悪いとは言いませんが、走りになんの味付けもない。

よね。日本でもそういうシステムを準備しつつ、
このすり合わせの力を

一方、ガソリン車はトランスミッションがあって、何速に入っているか

維持していけば、海外勢とももっと優位に戦えると思います。その

によって全開加速も中間加速も特性が変わっていくわけです。そこに

あたりはISIDさんの得意分野ですよね。

は走る楽しさがあります。電気自動車にそうした楽しさをどう付加し
ていくのかということが今後の課題でしょう。

吉本

製品開発全般にソリューションを提供しています。本日お集

まりの各社には製品開発の構想設計段階で“iQUAVIS”※4をお使い

加納

お客さまが何を望まれるかが大切なのですが、やっぱり運転

いただいています。情報システム、
すり合わせの力、そして商品開発力

して楽しいクルマを作りたいですよ。自動車会社の一員としては。

が揃えば、まさに万全の態勢というところでしょうか。いずれにせよ
野間様の言われる現場力は、依然ものづくりの重要な武器となって

敷田

いま、若い人がクルマ離れしてきているのが残念ですね。運転

いるようですね。

するのを楽しいと思っていない。
むしろ必要悪だと思っている。
だから
メーカーもなるべく操作しないで済むクルマを作ろうとする。

トップダウンの開発で斬新な商品を作れ。野間 一俊氏
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ジヤトコ株式会社

新しいことをやる限り勝ち抜いていける。敷田 卓祐氏
藤田

実際にはボンネットをどうやって開けるか分からない人もたく

トヨタ紡織株式会社

り自動車会社でなければ分からないんですよ。

さんいて、メーカーはそういう人たちに対してもクルマを提供してい
かなければなりませんからね。逆にそういう人たちの方がユーザーと

産官学コンソーシアムが日本を脅かす？

しては多い。作る側のクルマへのこだわりとのバランスをどう取って
いくかというのは、難しい問題です。

吉本

先ほど大津様が触れたヨーロッパ連合の話について、
ここで

少し掘り下げたいと思います。大津様、お話の続きをお願いします。
大津

何でもいいよと言う人がたくさんいるからといって、何でもい

いクルマを出すのはメーカーとしてはしたくない。みんな同じような

大津 いまドイツ車が新興国で伸びていますが、
その理由の一つは、

クルマになってしまったら面白くありませんよ。

コンサルティング会社や部品サプライヤー、さらには大学や政府を
巻き込んだ産官学コンソーシアムの存在です。中国市場ではこのコン

敷田

同感です。クルマにどういう味付けをするかということは、最

ソーシアムによるビジネストンネルが開通し、中韓勢がそれを利用し

後までメーカーの開発モチーフとして残ると私も思います。電機メー

てビジネスを加速させています。
ヨーロッパ連合の作った基準や仕様

カーが「うちにはコンピュータも、モーターも、電気系部品も全部

を受け入れ、
さらに彼らの技術パートナーと一緒に仕事をして、
クル

揃っているから、クルマだって作れる」
と言って電気自動車を作ろう

マを作り販売するわけです。一方、
日本の自動車メーカーは各社ごと
に山を登る単独登攀戦略を取り続けているため、海外メーカーに
後れを取っているのが現状で、その問題を何とかしたいと思ってい
るんですよ。

吉本

日本の自動車メーカーにはそういったコンソーシアムはない

のでしょうか？

藤田

そこはかなり遅れていて、
ヨーロッパに置いていかれたと思い

ますね。皆さんご承知のように、
ドイツには戦前からそうした文化が
あります。
フランホーファー研究機構という半官半民の組織には1万
人以上の科学者や技術者がいて、州政府や産業界からの資金で研究
としても、結局は作れない。味付けの仕方が分からないからです。部

を行っています。
自動車に関していえば、材料から加工技術まで何も

品を組み上げていって、
さらに乗って楽しいものにするところは、
やは

かも扱っている。昔は日本でも内燃機関が技術の花形だったことがあ

新興国市場という
「大きな山」へのアプローチの違い

単独登攀する
日本メーカー

産官学が協力し
ビジネストンネルを作る
ヨーロッパ連合

日本の自動車メーカーは各社の高い技術により、品質や信頼性では
世界一の座を守り続けている。新興国市場でもその優位性は失われ
ていないが、技術開発やマーケティング、セールスを各社がそれぞれ
実施しており、
ヨーロッパ連合の総合力に押され、市場競争で苦戦を
強いられている。

ヨーロッパ連合は、
自動車メーカー、国家、
コンサルティング会社、部品メーカー、
教育機関が協力し、排気ガスや燃費の規制を、
自分たちに有利になるように策定
する。そして新興国市場に対し、その規制をクリアした欧州車が機能的に優れて
いることをアピールし、販売を伸ばす戦略をとっている。
中国や韓国などのメーカー
は、
ヨーロッパ連合の規制に従った自動車開発に注力し、販売を拡大している。

出所：㈱本田技術研究所の資料を基にISIDが作成
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りましたが、最近はそうでもありません。海外勢に対し国内のものづく
りを盛り立てていくためには、業界全体が協力する体制が必要です。

世界市場における各国メーカーの販売台数シェア推移
（%）
30

加納

同感です。
ヨーロッパではその体制が昔からできあがってい

る。少し前はディーゼル、その次は過給、そして最近は排気規制。先
ほど大津さんがおっしゃっていましたが、
コンソーシアムで作り上げ

日本（トヨタ、日産、ホンダ他）
欧州（VW、BMW他）

28
26
24

中韓印（現代、長安汽車、Tata他）

た技術が、
その核になっていると思います。
トヨタも含め日本の自動車
会社はどうしても蚊帳の外です。

22
米国（GM、Ford他）

20

大津

そうなんです。だからこそ、国内でも彼らに対抗して産官学を

つなげていきたいんですよ。ただ、ホンダだけの力で一気に加速でき

18
2009

2010

2011

出所：㈱フォーインのデータを基にISIDが作成

るものでもない。
この部分は各社同じように課題認識があるはずな
ので、協力し合えるのではないかと思っています。仕組みさえ整えば、
話は早いと思うんですが。

大津

そうですね。いろんな方と情報交換をさせてもらうと、技術の

向かう方向はだいたい各社同じなので、壁を立てて手の内を見せない
ようにするよりは、お互いにWin-Winになる仕組みを作ったほうが
いい。
日本版コンソーシアムの話があれば、
ぜひ協力したいと思います。

野間

技術共有にはもう一つのアプローチがあります。
ヨーロッパに

はたくさんのメーカーと仕事をしている大きな開発支援会社があっ
て、
そこに開発ノウハウが蓄積されているんですよ。
メーカーが新興国
市場に斬り込んでいくとき、その会社も一緒になって付いていき、ユ
ニット開発などを手伝うのです。

吉本

藤田

吉本

そうやって企業単位の壁を取り払うわけですね。

野間

まあ、取り払うといってもすべては難しいでしょう。ただ、各社

皆さんにそういうお気持ちはありますでしょうか？

ありますね。
日産はルノーとアライアンスを結んではいますが、

のコアになる技術を一つの開発会社や研究所にまとめて、そこが開

大津さんが言われたように共通の課題認識を持っているので、
そこはしっ

発支援を行えるようにすれば、
日本のものづくりはこれまで以上に強

かり国内で手を握るということがあってもいいと個人的には思っています。

くなると思います。

加納

吉本 ということは、各社それぞれが自社の強みを伸ばしながらも、

私も同じ意見です。一緒に片づけられる課題というのがありま

すから、効率的で良い体制ができるなら、
やるべきだと。以前、上司に
「最後に勝つためには『負ける戦略』も必要だ」
と言われました。
トヨ

そのノウハウや技術を業界全体で一つにまとめる仕組み作りが、欧
米アジア勢に対抗していく大きな力になりそうですね。

タだってやはり競争相手には勝ちたいので、協調といいながら、
どう
しても技術を隠してしまう。けれどそれをしている限り、
ヨーロッパの

十年後のクルマづくりをどう戦う？

コンソーシアムには勝てません。次にあそこで勝つため、今ここで負け
ておこう、
という考えも時には必要だというのです。

吉本

皆さま、
まだ話し足りないところがたくさんあると思いますが、

そろそろ最後の質問に移らせていただきます。10年後のクルマづくり

走りの楽しさを追求していく。大津 啓司氏
16
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をどうお考えでしょうか？ひと言ずつお願いたします。

加納 ロシアやブラジルは、確かに勢いがある。おそらく10年後は
もっと地域ごとのローカリゼーションが進んでくるでしょうね。昔はア

大津

10年後ということは、
2020年から2025年あたりの話ですよね。

メリカ向けに作ったものをただ新興国に持っていけば良かったわけ

ガソリンエンジン車は東南アジアなどで必要とされますので、
これは継続

ですけど、もうそういう時代ではありません。各市場のお客さまが望

進化していくでしょう。
海外勢が手強いですが、
このクルマの戦い方は分

み喜ぶものを選択し、地域ごとの味付けでクルマを売らなければ売

かっているので、
十分勝負できます。
先進国では、
ハイブリッド、
プラグイン

れない。新興国市場は右肩上がりですから、好みや流行もどんどん

ハイブリッド、
それからレンジエクステンダーというハイブリッドと電気自

変わっていくでしょう。

動車の中間みたいなクルマ、
さらに電気自動車というラインアップが揃っ
てきているでしょう。
こうしたクルマは、
日本の強みとしてまだまだ技術を

吉本

電気自動車に至るまでの未来予想図をはじめ、開発のスピー

深めていけると思います。
その頃までに商品力も十分高められるので、
こ

ド化や海外市場へのローカリゼーションなど、各社それぞれ勝ち抜く

こでの負け戦はたぶんないでしょう。
最終的には、
2030年から2035年

シナリオがしっかり描かれているようですね。本日は日本のものづく

の間に、電気自動車主流という世界がおそらく来るであろうと個人的

りの強さがすり合わせと現場力にあり、それがかたちを変えながら、

には思っています。
それまでに電気自動車の走りの楽しさを探していけ

未来への競争力を生み出していくことが再確認できました。各社の技

ば、
日本のクルマづくりは、
かなり良い形になるのではないでしょうか。

敷田

新しいことをやる限り、すり合わせは絶対に必要です。われわ

れはそこを最大限に利用して勝ち抜いていけると思いますよ。たとえ

術やノウハウを蓄積する産官学連携コンソーシアムのお話も非常に

欧米が一発勝負で斬新なものを出してきたとしても、日本は地道に

新鮮でした。ぜひとも国内の技術力を結集して日本の製造業を盛り

一歩ずつ積み上げて、最後にそのレベルを超えればいい。

立てていきましょう。私どもISIDもお役に立ちたいと思います。今後と
もよろしくお願いいたします。

野間

技術開発の地道な一歩に加え、製品開発のスピードアップも

今日はお忙しい中、貴重なお話をありがとうございました。

必要です。手法を変えていけば開発期間はもっと短くできる。それが
大きな競争力になるし、海外でそれを実現することができれば、
日本
のクルマはもっと強くなりますよ。

※1 リバースエンジニアリング：製品や製品を構成する部品、
ソフトウエアなどに対し、動
作の観察、部品の分解、
ソースコードの解析などを行い、そこから製造方法や動作原
理を類推して、設計図、
ソースコードなどを作成すること。
※2 NEDC：ヨーロッパ独自の燃費・排ガスのテストサイクル。

藤田

国内はあまり期待できないけれども、
ロシアやブラジルなど伸

びていく市場があるので、そこで思いっきり活躍したいですね。日本
のメーカーだからできるというものがたくさんあります。

※3 ハチロク：1980年代に型式番号の
「86」
の愛称で呼ばれ、若者に人気があった
「カロー
ラ レビン」
のコンセプトを引き継ぎ、
2012年に発売されたFRスポーツカー。
※4 iQUAVIS：ISIDとiTiDコンサルティングが共同開発した構想設計支援システム。製品
開発の初期段階にあたる構想設計において、ハードウエアと制御ソフトウエアの論理
的な整合性を保った設計案や、
それを実現する開発計画の立案を可能とする。
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社名：株式会社本田技術研究所
本社：埼玉県和光市中央一丁目4番1号
設立：1960年
資本金：74億円
従業員数：13,292名（2012年3月末現在）
事業内容：二輪事業、四輪事業、汎用事業及びその他事業の研究開発
URL：http://www.honda.co.jp/RandD

株式会社本田技術研究所
エンジン開発の技術と業務を見える化し
「モデルベース開発」の基盤作りに
貢献するiQUAVIS

自動車からオートバイ、ロボット、航空機まで、緻密なエン
ジニアリングで夢をかたちにするHonda。
その基礎技術を
支える本田技術研究所は、四輪R&Dセンター（栃木）に

「iQUAVISは業務の順序と期間が

ISIDの構想設計支援システム“iQUAVIS（アイクアビス）”

見えるようになるだけでなく、

を導入しました。同センターのガソリンエンジン開発では、

問題発生時に精度の良いリソースの

“iQUAVIS”により技術ばらしと業務の見える化が達成され

投入計画が立てられます。

ただけでなく、現場の
「気づき」
も促進。
バーチャルな検証の

開発のリスクマネジメントにも有効です」

積み重ねにより設計の上流段階から完成度の高い設計案

足立 秀幸氏
株式会社本田技術研究所
四輪R&Dセンター
第3技術開発室 第2ブロック
マネージャー/主任研究員

を作成する、
「モデルベース開発」への道を拓いています。
「モデルベース開発を実現すれば、予期せぬ手戻りを事前に回避し

市場競争を勝ち抜くためのモデルベース開発

ながら、設計の上流から下流まで開発をスムーズに進めていくことが
できます。
まずは手戻りを減らし、
いまより少ないリソースで同じ成果

進展国を中心に伸びる世界の自動車市場では、欧米、
アジア勢がシェ

が出せるようにする計画です。
これが実現できれば、
『 明日の糧』
とな

ア拡大にしのぎを削っています。その一角を占める自動車メーカー、

る技術を育てる基礎研究や先行開発にリソースを回すことができま

Hondaもまた、世界中のお客さまのニーズに応えるため、開発力の強

す。競争に勝ち抜くための技術開発が可能になります」

化を急いでいます。
限られた人材リソースでより多くの開発をこなしていくためには、可

技術を業務につなげるためのシステム

能な限り手戻りを減らし、開発期間を短縮する必要があります。
自動
車業界では、そのための有効策の一つが「モデルベース開発」だとい

モデルベース開発を設計現場に適用するにあたり、
まず足立氏が取

われています。
これは設計の上流段階で、製品の機能を数式などでモ

り組んだのは
「技術ばらし」
でした。
これは製品に求められる機能や性

デル化し、試作機を作らずモデルを用いてバーチャルな検証を繰り

能要件に対し、それを支える設計要素にどんなものがあり、それらが

返して設計案の完成度を高めていく開発手法です。

どう関係し合っているかということを一つ一つ分類していく作業です。
「モデルベース開発では、性能要件を基に、関連する設計要素を明確

本田技術研究所四輪R&Dセンターでは2008年からモデルベース開

にした上で、必要な要素を取捨選択し検証用モデルを作成します。
そ

発の検討を開始し、
2009年にはエンジン設計領域のCAE
（Computer

のためまず必要な作業は技術ばらしでした」
と足立氏は説明します。

Aided Engineering：コンピュータによる性能評価）
から適用を開始
しました。Hondaの四輪ガソリンエンジンの開発・実験を担当する同

市販の表計算ソフトを使い要件と要素を一つ一つ入力し連携させ

センターの足立秀幸氏は、モデルベース開発への取り組みを次のよ

ていく形で、足立氏は技術ばらしを進めましたが、そこですぐに一つ

うに説明します。

の壁に突き当たりました。
「いくら技術をばらしていっても、それらを
どう業務に結び付ければ良いのか、
つまり、手戻りのな

iQUAVISの主要機能

い最適な検証手順の確定が非常に難しかった。
これに
は専門的なノウハウが必要でした」
と足立氏は話しま

検討内容を洗い出す

設計手順を考える

日程計画を作成する

す。一つの要件には数百を超える要素が紐付けされて
おり、
どの要素から、
どの作業から着手すべきか熟練の
技術者に頼るところが大きい状態でした。
さらに熟練

技術ばらし

検討順序分析

日程・リソース計画

の技術者でさえ、部分的な最適化に留まっていました。
「専門エンジニアはどのタイミングでどの技術を使っ
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て何をすれば一番良いのかを知っています。
しかし、製品全体の要
件を全て見ているわけではない。極端なことを言えば、馬力が出る
けれど燃費が悪い、軽いけれど耐久性がないということになりエン

リソース投入と開発期間を事前に把握できるiQUAVIS
タスク：全タスク
リソース：各機能1名・設備各1台

タスク：全タスク
リソース：無制限

ジン全体の最適化につながりません」
（ 足立氏）
この課題の解決には設計の上流段階から設計要素と検証手順の関
係を見渡すシステムが必要でした。

標準的なリソースで
全タスクを
実施しようとすると
11カ月かかる

リソースに糸目を
付けなければ
6カ月で
終えることができる

リソースの増減に伴う
日程短縮効果がわかる

約11カ月

約6カ月

複雑なシステム開発の手順を最適化するiQUAVIS
「2009年にISIDとiTiDコンサルティングが開催したセミナーで

またそれにどれだけの時間がかかるかということが、即座に分かり

“iQUAVIS”に出会ったときは、
これだと思いました」
と足立氏は振り

ました。
さらに、
リソースの投入効果が計算できるようになりました。

返ります。
まさに自分たちが試行錯誤してきたことが、
そこに実現して

例えば問題点が発見された場合に、設計のやり直しに必要な期間は

いるのを目にしたのです。

どれくらいになるか。
タスクを直列にすれば11カ月、納期を優先しリ

“iQUAVIS”には、要件と設計要素の相互関係を描き出す
「技術ばら

ソースに制限を付けなければ6カ月というような見積りが可能です。

しツリー」、両者の論理的整合性を示す
「機能ブロック図」、両者の依

この見積りは作業に紐付いた精度の高いものなので、開発のリスクマ

存度の強さを示す
「二元表」
といった機能が備わっており、
これらを活

ネジメントに有効です」
と足立氏は説明します。

用することで問題点の洗い出しが簡単に行えます。
さらに、特許を取得

“iQUAVIS”の効果だけでなく、
エンジニアの意識にワークショップが

した分析技術が、手順の検討や日程計画の作成に威力を発揮します。

与えた効果についても足立氏は語っています。
「ワークショップを通じて、自分たちの業務を客観的に見られるよう

足立氏はまず、“iQUAVIS”のトライアル導入を決定します。
「トライアル

になりました。組織を成長させるには、現状を冷静に評価し、次に何

には、最も工数の掛かっていたエンジン適合※開発を使うことにしま

をするべきかを見極める必要があります。“iQUAVIS”の直接的な効

した。工数削減などの結果が見えやすいと考えたからです」
（足立氏）

果ではないかもしれませんが、客観的な視点をもたらしてくれたワー

“iQUAVIS”に投入するデータを整理するため、足立氏、各部署のエン

クショップにも大きな価値があったと感じています」

ジニアにiTiDコンサルティングのコンサルタントチームが加わり、1セッ
ション4時間のワークショップを週2回5カ月にわたり実施しました。

越え難い山に挑むための足掛かり

「このワークショップで、技術ばらしで得られた数千を超える要件と
要素の組み合わせの全てに、相互の依存度を割り当てました」
と足立

その後四輪R&Dセンターでは“iQUAVIS”を導入し、
「エンジン適合

氏は振り返ります。

領域手順」、
「エンジン燃料部品技術ばらし」、
「エンジン運動系部品

「“iQUAVIS”を使うと、
どの仕事をどの順番でするのが一番良いか、

設計」などの領域で成果を挙げています。モデルベース開発の実現に
向け、今後も“iQUAVIS”の活用領域を拡大していく計画です。

「ワークショップを通じて、客観的に
業務を評価できるようになったことが大きい。

「モデルベース開発は越えるのが難しい大きな山です」
と足立氏は
語ります。
「 “iQUAVIS”は技術と業務の見える化を通じて、その山に
登る足掛かりとなってくれました」

組織が成長するために、次に
何をすれば良いかの見極めができました」
足立 秀幸氏

※エンジン適合：エンジン開発の最終段階で実施する、実験で得られた数値をECU
（電子制御ユニット）
に組み込み、実際の車両が期待するパフォーマンスを発揮す
るかを検証した上で、最適な数値を決定する作業。

株式会社本田技術研究所 四輪R&Dセンター 第3技術開発室 第2ブロック マネージャー/主任研究員

＊iTiDコンサルティングはISIDのグループ会社です。
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社名：日産自動車株式会社
本社：神奈川県横浜市西区高島一丁目1番1号
設立：1933年
資本金：6,058億1千3百万円
売上高：9兆4,090億2千6百万円（2012年3月期／連結）
従業員数：157,365名（2012年3月末現在／連結）
事業内容：自動車、船舶の製造、販売および関連事業
URL：http://www.nissan.co.jp

日産自動車株式会社
開発のグローバル展開を支えるiQUAVIS
エンジン適合開発で
熟練のノウハウを見える化

2016年までの5カ年計画「NISSAN POWER 88」
を掲げ、
グローバ
ル市場占有率8％に挑む日産自動車（以下日産）。低迷する国内市場
から成長する新興国市場へのビジネスシフトが進む中、同社はガソリ

「海外の現場に

ンエンジンの適合業務に“iQUAVIS（アイクアビス）”を導入しました。

“iQUAVIS”の話をすると、

これにより熟練技術者の適合開発ノウハウを見える化すると同時に、

好意的な回答が多く得られます。

専門分野をまたいだ大きな業務連携が可能になりました。
日産の推し

“iQUAVIS”を根気強く育て、

進めるエンジン開発のグローバル展開を“iQUAVIS”が支えています。

グローバル展開を支えたい」

河口 しげ子氏
日産自動車株式会社
パワートレイン開発本部
パワートレイン実験部
ガソリンエンジン性能適合グループ

複雑化するエンジン開発
個別最適から全体最適へ
市場競争の主戦場が北米や国内から、
インド、
ブラジル、
ロシア、中国
など新興国へと移行する自動車産業では、生産工場の現地化は言う

国内のエンジン適合開発にも課題があった、
と小関氏は振り返ります。

までもなく、開発部門もまた海外に進出する時代になりました。
その流

「エンジンの性能要件が複雑になるにつれ、
エンジニアは専門領域の

れの中でエンジン開発もさらに加速させていく必要がありますが、そ

技術に特化することが求められ、結果として分業が進みました。
エンジ

の難しさについて、
日産のパワートレイン実験部ガソリンエンジン性能

ン適合開発も、燃費や出力など性能要件ごとの分業が進んでいて、な

適合グループで主担を務める小関孝尚氏は次のように説明します。

かなか性能要件と設計要素の関係の全体像を見渡しにくいのです」

「エンジンは多くの機能が絡み合い構造が複雑なため、性能確認の検

同じくガソリンエンジン性能適合グループでチームリーダーを務める

証項目数が非常に多く、また燃焼という化学反応を精度良くシミュ

河口しげ子氏は、全体を見ることの重要性を強調します。

レーションすることが難しいなどの理由から、適合や検証実験なしに

「エンジン適合は、素材を最大限に生かしながら、
旨味やカロリー等の

性能を判断することは非常に難しいのです。
そこで、熟練技術者のノウ

魅力を素早く提供するシェフの仕事に似ています。素材が要素、味やカ

ハウを基に、実験項目を最適化していますが、全てのエンジン開発者

ロリーが出力・燃費といった性能要件です。
性能を満足させるためには、

がそのノウハウを身につけるには、膨大な時間が必要です」

各部品要素の特性と性能要件の全体像を捉えておく必要があるのです」

さらに近年の自動車の高性能化により、
その難易度は高くなるばかり
だと小関氏は続けます。

さらに深刻なのは、性能要件向上のためのパラメータ変更が広範囲

「当社だけでなく国内外の自動車会社は、
エンジンをECU
（電子制御ユ

に影響し、評価のやり直しが発生することでした。
パラメータ変更に伴

ニット）
と連携させ、細やかに制御することで排ガス規制への対応や燃

う影響範囲や評価の順序を関係者全員が理解しないと、検証をやり

費性能の向上を図っています。
エンジンとECUの連携は、
エンジン開

直すことになり、
これは時間とコストに大きく響きます。

発の最終段階にあたる
『エンジン適合開発』
で行います。
これは実験で

「従来の開発では、関連する性能要件と設計要素の依存関係をまと

得られた制御パラメータの最適値をECUに組み込み、実際の車両が

めたマトリクス
（QFD：品質機能展開）
を作成していましたが、性能要

期待するパフォーマンスを発揮するかを検証し、
パラメータを決定する

件ごとに作成しており、全てのマトリクスを俯瞰的に見渡すことは非

作業です。
自動車の高性能化に伴い決定しなければならない制御パラ

常に困難だった。100名を超える開発グループ全体で共有できる新

メータは数千を超え、
さらにその数は乗数的に増え続けています。
パラ

しい仕組みが必要でした」
と小関氏は話します。

メータは、燃費を良くしようとすると出力が落ちるなど背反するものが
多く、
そうした背反の解決には熟練したノウハウが必要なのです。
しか

設計要素の共通語化

し、
当社では開発のグローバル化を一層進めていくにはエンジン適合
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開発の現地化が不可欠だと判断し、熟練者のノウハウを海外で活用す

2009年、
日産はガソリンエンジンの適合業務に“iQUAVIS”を導入、両

る方法の検討を始めたのです」

氏が中心となり、担当の異なる熟練技術者たちとともに、性能要件を

INTERFACE No.53

2012.12

またぐQFDの作成を開始しました。
「“iQUAVIS”を使って全ての要件と要素の依存度が分かる

「海外市場は急拡大しており、

俯瞰図を作り、開発グループ全員で俯瞰図を共有しながら

開発の総力アップが肝心。

仕事をできるようにしたかったのです。そのため個別のQFD

“iQUAVIS”があれば世界中で

にある情報を整理しながら“iQUAVIS”に入力し、その上で
依存度を判定していく計画でした」
と小関氏は言います。

しかしその実現には大変な根気が必要でした。河口氏は当

熟練者のノウハウを活用できるので、

小関 孝尚氏
日産自動車株式会社
パワートレイン開発本部
パワートレイン実験部
ガソリンエンジン性能適合グループ 主担

グローバル展開には
絶対欠かせないツールです」

時を振り返ります。
「専門領域が異なる担当者ごとに要素の定義が少しずつ異なること

“iQUAVIS”の導入効果はこれだけではない、
と小関氏は続けます。

が分かったので、誰もが理解できる共通の用語を定義するところから

「もう一つの大きな成果は、
用語の共通語化です。
これにより、
“iQUAVIS”

始めなければなりませんでした。その上で数百にも及ぶ要素と要件

を通じエンジニア同士がお互いの業務の関連性を考えた仕事ができ

の依存度を数値化しましたが、その妥当性を検証できたのは、多くの

るようになり、開発スピードが向上しました。
しかもこの共通言語は、

熟練技術者の協力があったからです」

適合開発のインフラとして海外での開発にも役立ちます。海外市場
は急拡大しており、開発の総力アップが肝心。“iQUAVIS”があれば

グローバル展開には欠かせないツール

世界中のエンジン開発者の誰もが熟練者のノウハウを活用できるの
で、
グローバル展開には絶対欠かせないツールです」
河口氏もまたその点に実感を得ています。

両氏の地道な努力が実を結び、QFDが統合され、俯瞰図がグループ
で共有されました。河口氏は“iQUAVIS”を実際のプロジェクトに適

「実際、海外の現場に“iQUAVIS”の話をすると、好意的な回答が多く
得られます。
エンジニアたちの強い要望に応えるため、
この“iQUAVIS”

用した結果、次のような効果を得られたと説明します。
「ある部品を変更した場合、
どの性能要件をどのような順番で確認し

を根気強く育てグローバル展開を支えたい」

ていくかを導出できるようになりました。かつては熟練技術者の経験
に頼っていた部品変更による実験項目の導出は、今では経験の浅い

こうした成功をベースに、
日産では今後、
日産グループ各社との連携

技術者でも熟練技術者と同等の結果を得ることができるようになり

も視野に、“iQUAVIS”の適用領域を拡大していく予定です。

ました」

エンジン適合開発における課題

性能要件ごとの暗黙知をiQUAVISで統合
iQUAVISが提供する「要件-要素DMM」

燃費QFD
排気QFD

燃費

排気担当

排気
出力
出力QFD
出力担当

（Domain Mapping Matrix）

燃費担当

運転性QFD
運転性担当

燃費QFD

運転性
設計
要素
音振
音振QFD

排気QFD
OBD※
OBD QFD

出力QFD

OBD担当

音振担当

性能要件ごとに担当者が異なり、
それぞれQFD（品質機能展開）
は作成しているが、全員で共有できて
いないため設計要素の関連性が網羅できていない。性能要件間の線の太さは関連の強さを表している。
出所：日産自動車㈱の資料を基にISIDが作成

性能要件ごとの暗黙知だったQFDを、iQUAVISを利用して共通言語化し、性能要件／
設計要素／依存度をマトリクス化することで、
グループで共有可能な俯瞰図を作成。

※OBD（On Board Diagnosis）
：車両に搭載されたコンピュータが行う自己診断機能。
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