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❶	 	2014 年は自動車材料としてアルミニウムや CFRP（炭素繊維強化樹脂）が本格的に用いられた

年として記憶されるだろう。
❷	 	アルミニウムや CFRP が自動車に本格投入された背景に、世界的な燃費規制の強化がある。燃費

改善の方策の一つとして自動車車体の軽量化への取り組みが行われている。
❸	 	これまで自動車材料として使用されていた鉄鋼は徐々に使用比率を下げているものの、鉄鋼にお

けるハイテン（高張力鋼）の比率は高まっており、軽量化に即した動きとなっている。
❹	 	代わってアルミニウムが自動車材料として台頭しており、自動車外板への採用が進展している。

その軽さが評価されているものの、原料・加工コストの高さや成形の難しさなどの課題が存在し
ており、関連メーカーが課題解決に向けて取り組んでいる。

❺	 	CFRP は軽さだけでなく、強度や弾性においても鉄鋼より優れており、次世代自動車材料として
注目されている。しかし、炭素繊維の製造コストが高く、CFRP の成形に時間がかかるなどの課
題があり、熱可塑性 CFRP に期待が集まっている。

❻	 	材料を単体で使用するのではなく、複数の材料を直接接合して機能の「いいとこ取り」をする異
種材料接合が注目されており、日本の自動車メーカーや部品メーカーによって実用化されている。
また日本発の異種材料接合技術の国際標準化も進んでおり、日本企業の競争力強化に寄与すると
期待される。

❼	 	今後、自動車材料は複数の材料が共存するマルチ・マテリアル化が進行すると考えられ、日本の
材料メーカーは軽量化に積極的な欧米の自動車メーカー等との連携、および自社が持たない材料
を持つ材料メーカーとの連携という二種類の連携を進めていく必要がある。

はじめに
自動車産業にとって 2014 年は、自動車材料と

してこれまでの鉄鋼に代わってアルミニウムや
CFRP（ 炭 素 繊 維 強 化 樹 脂：Carbon Fiber 
Reinforced Plastics）が大量に使用され、車体の

軽量化が劇的に進むことを予感させた年として記
憶されるだろう。

まず、BMW の電気自動車「i3」である。13 年
11 月に欧州を皮切りに世界で発売されているが、
CFRP とアルミニウムをキャビンやシャーシにそ
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れぞれ用いることで車体を大幅に軽量化させてい
る 1。販売価格はこれまでの CFRP を使用したも
のと比べて 499 万円（消費税込）からとかなり安
価になっており、年間販売台数はこれまで販売さ
れた CFRP 車よりもはるかに多く 1 万台を超える
と見られている。続いてダイムラーが 2014 年 1
月から発売している新型の「C クラス」である。
骨格や外板パネル等にアルミニウムを採用し、そ
の採用率は 48％と従来車の 5 倍程度に相当する。
その結果、70kg の軽量化と 30％以上の燃費改善
に成功している。販売価格は 419 万円からとこれ
までのアルミ車と比較して安価である。そして、
12 月に発売されるフォードの人気ピックアップト
ラックである「F150」の新型である（販売価格
未定）。ボディの材料をこれまでの鉄鋼からアルミ
ニウムに切り替えることで 320kg（重量の 15％）
の軽量化と 25％の燃費改善が期待されている。

これまでアルミニウムや CFRP のような新材料
は軽さや強さで評価されていても、原料や製造な
どのコストの高さや加工の難しさなどもあって自
動車材料として本格的に採用されてこなかった。
しかし、昨年から今年にかけて欧米自動車メー
カーがこれらの新材料を使った自動車を投入して
いる背景には、自動車に対する環境規制の強化が
挙げられる。欧米の自動車メーカーは CO2 排出削
減と燃費改善に取り組むため、材料レベルから車
体の軽量化に取り組んでいるのである。やがて日
本の自動車メーカーも欧米勢の材料シフトの動き
に追随するとみられる。

本稿では、欧米自動車メーカーが取り組んでい
る軽量化の動きについて解説する。具体的には、
まず鉄鋼からアルミニウムや樹脂などへの軽めの
材料シフトを行う背景を説明し、その後、鉄鋼、
アルミニウム、樹脂と新旧の自動車材料を個別に
取り上げて解説したい 2。また、これらの材料が

単体で投入されるだけでなく、異なった複数の材
料を接合して投入されるケースも出てきており、
その場合の接合技術について触れる。そして、こ
れらの新旧材料が自動車材料としてそれぞれ一定
程度のシェアを占める状態が続く（自動車材料の
マルチ・マテリアル化）と予想されていることに
触れ、マルチ・マテリアル化に備えて材料メーカー
のとるべき方策について論じて締めくくりたい。

世界的な環境規制が背景に
世界の自動車メーカーが軽量化に取り組む背景

には、世界的な環境規制が挙げられる。温室効果
ガスの排出において輸送分野の占めるシェアが大
きく、排出抑制のためには自動車の燃費規制が不
可欠と考えられているためである。実際、世界の
主要国で自動車の燃費規制が強化される予定であ
り（図表 1）、例えば米国（乗用車）では 2025 年
にはリッター 23.9 キロの、欧州では 2020 年時点
でリッター 25.8 キロの燃費改善が求められてい
る。これらは 2013 年時点の燃費に比べてそれぞ
れ 61％、31％の改善が必要である。燃費を改善す
る方策としてエンジンの効率化、電動化、空力の

1    電気自動車はモーターやバッテリーを搭載する分だけ、ガソリン車よりも重量が増加する。このことはエンジンや変速機の重量
を差し引いても変わらない。しかし、「i3」では炭素繊維とアルミニウムを材料として採用することで通常の電気自動車よりも
140kg の軽量化を実現している。

2  他の軽量化材料として、マグネシウムやチタンが存在する。

図表 1　世界各国の燃費規制の動き
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改善や摩擦の低減が挙げられるが、それだけでは
不十分であり、車体の軽量化にも取り組まざるを
得ない。一般に、車体が 100kg 軽量化すると、燃
費が 7 ～ 9％程度向上するといわれており、燃費
改善の切り札として期待されている。

さらに、ガソリン自動車のハイブリッド化など
の電動化は、バッテリー等の積載によって重量が
少なくとも数十 kg 増加し、電動化による燃費改
善の効果を一部減らすと考えられる。したがって、
電動化による燃費改善効果を享受するためにも車
体の軽量化の促進は不可欠である。

ハイテン比率が上昇する鉄鋼
これまで自動車材料として使用されていた鉄鋼

は強度、成形性、環境性能（リサイクル）、そして
価格の面で総合的に優れた材料であるが、近年、
鉄鋼の中でも変化が生じている。鉄鋼の中でも強
くて加工しやすいハイテン（高張力鋼：High 
Tensile Strength Steel）のシェアが高まっている
のである。ハイテンは、炭素、シリコン、マンガ
ンなどの元素を 0.0001% 単位で添加し、組織の制
御を行って強度を高めた鉄鋼であり、その製造方
法は鉄鋼メーカーにとって門外不出の最高機密で
ある。ハイテンは強度（490MPa 3）が一般の鋼
材と比較して高く、その分薄肉化できるため、軽
量化しやすい。現在では、ハイテンの最高強度は
引き上げられる傾向にあり、980MP 以上の超ハイ
テンが自動車のフロントやセンターのピラーや
ルーフレールなどに用いられている。

確かに自動車に使用される鉄鋼は徐々に比率を
下げている。15 年前には 8 割程度を占めていたが、
現在では 7 割程度といわれている。しかし鉄鋼に
占めるハイテン比率は上昇して 6 割近くまで達し
ている。実際、用途に応じてさまざまな種類のハ
イテンが開発されていて顧客ニーズへの対応力は
他の材料の例を見ない。これは、他の材料と異な
り、これまでの長期にわたる研究開発や層の厚い

研究者の存在が大きく影響している。
このため、材料として総合的に優れた鉄鋼（特

にハイテン）の需要が今後大きく減少するとは考
えられず、依然として鉄鋼はその優越的な地位を
維持するだろう。

軽量化の波に乗るアルミニウム
軽量化における有力な材料候補であるアルミニ

ウムはその重さが鉄鋼の 3 分の 1 と軽い上に、耐
食性、熱伝導率、鋳造性に優れており、エンジン、
ホイール、トランスミッション、サスペンション、
バンパービーム、サイドフレームなど鋳鍛造品を
中心に用いられていたが、最近ではフードドア、
フェンダー、トランクリッド、ルーフ等の外板で
採用されている。

現時点でのアルミ比率は重量ベースで 1 割程度
にすぎないが、燃費規制強化に伴う軽量化の流れ
に乗ってアルミニウムの採用が進むだろう。米国
アルミニウム協会は、2011 年から 25 年にかけて
北米の自動車 1 台当たりのアルミニウムの使用量
は年率 3.4％の伸びで増加して 250kg に達すると
している（図表 2）。同様に欧州アルミニウム協会
も、2012 年から 20 年にかけて欧州の自動車一台
当たりのアルミニウム使用量は年率 3.2％の伸び

3    MPa とは圧力の単位（メガパスカル）であり、1MPa ＝ 10 気圧である。したがって 490MPa は 4,900 気圧を指す（1c㎡に 4.9 ト
ンの圧力）

図表 2　北米自動車の一台当たりのアルミニウム使用量
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出所：	米国アルミニウム協会「2015	North	American	Light	Vehicle	
Aluminum	Content	Study」June	2014
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で増加して 180kg に達するとした。こうした予測
を受けて、米国大手のアルミニウムメーカーであ
るアルコアとノベリスは自動車向け設備に 1,000
億円を超える投資を実施する予定であり、日本の
UACJ もオランダのコンステリウムと組んで 150
億円投入して年産 10 万トンの自動車用パネル生
産に取り組む。

ただし、アルミニウムを自動車材料として使用
するに当たって、いくつか課題が存在している。
まず、アルミニウムの製造コストが大量の電力を
消費するために鉄鋼に比べて高く、重量当たり 3
倍程度もすることだ。次に、成形が難しいことで
ある。鉄鋼に比べて伸びが小さく、またシワや割
れが発生しやすいため、プレスなどの加工が難し
い。さらに接合コストが鉄鋼に比べてかかること
である。鉄鋼で用いられるスポット溶接は、アル
ミの場合、熱や電気の伝導率が高いために、溶接
時に電気や熱が逃げてしまう。そのため、鉄鋼に
比べて 2 倍の加圧と 2 ～ 3 倍の電流を溶接時に必
要とする。

現在、シェール革命による電力料金の低下でア
ルミニウムの製造コストは下落する傾向にある（図
表 3）。また、成形や接合の困難性については、ア

ルミニウムや自動車のメーカーが、合金に加える
元素の検討や新たな加工方法や接合方法の開発を
行っている最中である。例えば、メルセデスベン
ツの新型「C クラス」ではリベットを片面から高
速で打ち込むだけで接合する「インパクト」方式
を採用したことでアルミニウムの使用部位を増や
すことに成功した。このようにしてアルミニウム
使用に伴う課題が解決に向かえば、自動車材料に
占めるアルミニウム使用比率はさらに増加する可
能性が高いだろう。

将来的には、
熱可塑性CFRP採用による軽量化を期待

軽量化においてもう一つの有力な材料候補とし
て樹脂が存在する。樹脂のメリットとして、①鉄
鋼等に比べて軽いことである。ただし、剛性（ね
じれやずれに対する弾性）を維持するために、厚
みを増す必要があり、そのため、軽量化の効果が
相殺されてしまうといわれている。実際、剛性の
維持を考慮すると、鉄鋼の代替材料として、アル
ミニウムは半分程度まで軽量化できるのに対して、
樹脂は 3 割程度しか軽量できない。②成形性が良
好で、パーツの統合が容易なことである。望むま
まのデザインが比較的容易であり、また部品点数
が減ることで製造工程が削減できる。③高剛性材
料との複合化することが可能である。これらの複
合化によって剛性の低さなど樹脂の弱点をカバー
しながら樹脂化による軽量化効果を高めることが
できる。特に、炭素繊維と複合化した樹脂である
CFRP（炭素繊維強化樹脂）では、剛性を維持し
ながら 7 ～ 8 割程度の軽量化が期待できる。

炭素繊維の比重は 1.8 と鉄鋼の 4 分の 1 程度で
あり、比強度や比弾性率 4 は鉄鋼に対してそれぞ
れ 10 倍程度、7 倍程度と優れている。また炭素繊
維を使った CFRP では樹脂の特性を活かした部品
統合を行うことで部品点数を削減することが可能
である。BMW の「i3」では、CFRP 製のキャビ

4    材料の弾性・強度を密度で割った値で、この値が大きいほど軽量化が可能になる。

図表 3　 アルミニウムはシェール革命による天然ガス 
価格の低下で 7％以上の生産の伸びが期待
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出所：	American	Chemistry	Council,	"Shale	Gas,	Competitiveness	and	
New	U.S.	 Investment	 :	A	Case	Study	 of	Eight	Manufacturing	
Industries"	May	2012
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ンの部品点数は 150 点程度となったが、これは鉄
鋼製の部品点数の 3 分の 1 程度である。さらに
CFRP で自動車ドアを生産すると、これまでの工
程では不可欠なプレス工程や塗装工程が不要とな
り、生産時間の短縮や環境負荷の低減が可能とな
る。

ただし、炭素繊維の製造コストは鉄鋼等に比べ
て非常に高い。炭素繊維の原料である PAN 繊維
を焼成する工程（耐炎化および炭化工程）で大規
模な設備を必要とする上、大量の電力を必要とす
る。BMW が「i3」用の炭素繊維の生産工場を欧
州ではなく、米国ワシントン州に置いたのは同州
の電力が水力発電由来で料金が非常に安価であっ
たことが大きい。さらに、炭化したことで炭素繊
維の質量は PAN 繊維の半分以下となってしまう
ことから単位質量当たりの原料コストは高くなる。

また CFRP の成形にかかる時間が長く、大量生
産に向かないという問題もある。これまで CFRP
に用いる樹脂はエポキシ樹脂などの熱硬化樹脂で
あった。熱硬化樹脂は強度や剛性の点で優れてお
り、寸法精度も高い。しかし、樹脂を硬化させる
のに最新の RTM 法の成形機でも 10 分は必要であ
り、自動車生産での工程作業時間である 1 分に間
に合わない。そこで、熱硬化樹脂に代わる熱可塑
性樹脂の採用が検討されている。熱可塑性樹脂で
あれば溶かして冷やすだけであり、1 分以内の成
形も可能となる。ただし、現時点では熱可塑性
CFRP は強度や剛性等の点で熱硬化性 CFRP に
劣っているだけでなく、実際の成形には高額の大
型プレス機が必要であり、熱可塑性 CFRP の研究
開発の進展と実用化が待たれるところである。

CFRP、特に熱可塑性 CFRP は、炭素繊維の製
造コストを含めて、課題が多く、大衆車の自動車
材料として数年以内に実用化される可能性は依然

として高くない。しかし、そのポテンシャルは他
の材料と比較して大きく、今後の燃費規制の方向
性や要素技術の発展によっては熱可塑性 CFRP
は、遠くない将来に自動車材料としての採用に向
けて大きく前進するかもしれない 5。

異種材料接合による軽量化が現実的に
現在、自動車材料分野である加工技術が注目さ

れている。それは、ボルトやリベット等を使わず
に複数の材料を直接接合することでコストを抑え
ながら強度などの機械特性を維持して軽量化を実
現する異種材料接合技術である。例えば自動車ド
アをアルミ化すると、35％の軽量化が実現する反
面、材料費や加工費などのコストは 3 倍程度増加
する。そこで、ドア外板にアルミ化を限定し、そ
れ以外の部分は鉄鋼など従来の材料と接合すれば、
20％の軽量化を実現できると同時にコストは 10％
程度の増加で抑えられる。

一方、異種材料接合にはいくつか課題がある。
材料によって融点や熱膨張率や酸化性が異なるた
めに異種材料の接合は接合後しばらくすると亀裂
やずれやさびが生じて強度が低下する。そもそも
接合部分の強度を確認する方法が確立されていな
かった。

近年になって、ホンダやマツダなどの自動車
メーカーや京浜精密工業や大成プラスなどの部品
メーカーが異なった金属同士や金属と樹脂等の接
合に関して摩擦熱や接合面の凹凸や溝を使った新
たな接合方法を開発しているだけでなく、レー
ザーやエックス線を使った接合部の検査技術を実
用化している。さらに、接合部分の検査方法を国
際標準化しており、これから日本発の異種材料接
合技術を使った車体や部品の世界展開が予想され
る。異種材料接合は世界の軽量化のニーズに応え

5    熱可塑性 CFRP については、GM と帝人が 2011 年から熱可塑性 CFRP を使った自動車部品の共同開発を行っており、2015 年以
降に年間数万台レベルの生産という目標を掲げている。また、2008 年度から 2012 年度にかけて NEDO（新エネルギー・産業技
術総合開発機構）のプロジェクト「サスティナブル・ハイパーコンポジットの技術の開発」で熱可塑性 CFRP の実用化について
研究開発が行われた。東京大学、東レ、三菱レーヨン、東洋紡、タカギセイコーがメンバーで熱可塑性 CFRP による材料代替で
自動車の軽量化を実現して 2030 年には累計で 338 万台が普及するとの目標であった。現在、同プロジェクトは新構造材料技術研
究組合のプロジェクトとして継承されている。
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る有効な技術として認められる可能性が高く、日
本の自動車産業の競争力を強化するものとして期
待されている。

自動車材料のマルチ・マテリアル化には、
二つの連携が不可欠

近年スポットを浴びるようになったアルミニウ
ムや CFRP など自動車の軽量化を支える新たな材
料は、これまで使用されていた鉄鋼を駆逐するわ
けではないだろう。鉄鋼について軽量化に貢献す
る超ハイテンの用途別開発が進むため、鉄鋼の自
動車材料シェアが大きく減少するとは考えられな
いからだ。今まで述べてきた新旧材料は用途や機
能によってすみ分けが進むと考えてよい。つまり、
自動車材料のマルチ・マテリアル化が進行すると
いってよいだろう（図表 4）。

自動車材料のマルチ・マテリアル化は二つの意
味を持つ。一つは、自動車本体において鉄鋼、ア
ルミニウム、樹脂などさまざまな材料が使用され
るという意味合いと、もう一つは、自動車部品単
体を取ってみても異種材料接合を使った複数の材
料からなる部品が登場するという意味合いの二つ
である。いずれもコストを抑えながら自動車車体
の軽量化に寄与していくだろう。

では、材料メーカーとして、このような自動車
材料のマルチ・マテリアル化にどのように対応し
ていけばいいのだろうか。まず、軽量化に積極的
な欧米の自動車メーカーや部品メーカーとの連携

を深めることで新たな自動車材料の採用を働きか
けるべきである。日本の自動車メーカーは燃費改
善についてはエンジンのハイブリッド化、軽量化
については鉄鋼のハイテン化に優先させていると
みられることから、新たな材料を持つメーカーと
してはまずは欧米の自動車メーカーや部品メー
カーを連携のターゲットとすべきだろう。

次に、自社とは異なる材料を持つ異業種連携に
取り組まねばならない。異種材料接合において必
要なのは自社が持たない接合対象の材料の知識で
ある。異業種連携に取り組んで異種材料の知識を
保有して初めて異種材料接合の研究開発がスター
トするといってよい。

材料メーカーは自動車分野で世界的に進む軽量
化の動きに対応するためにも、この二つの連携を
同時に進めていく必要があるだろう。

図表 4　北米自動車一台当たりの材料使用比率
（%）
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出所：米国エネルギー省「Vehicle	Technologies	Program」

軽量化への取り組み進む欧米自動車メーカー




