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5 月 21 日から 23 日までの 3 日間、横浜・パシ
フィコ横浜の展示ホールにて、自動車技術展： 

人とくるまのテクノロジー展　2014（主催：公益
社団法人自動車技術会）が開催され、自動車、部
品、材料、テスティング、CAE ソリューション、
カーエレクトロニクスなどの各分野の最先端の技
術が提案された。自動車業界の第一線で活躍する
技術者・研究者のための自動車に関する技術専門
展で、出展社 491 社、1,082 小間と年々規模を拡
大している。今回の来場者はメーカー、研究機関
の技術者・研究者や大学・工業専門学校などの教
職員や学生たちで、来場者は 87,523 人。その状況
をレポートする。

自動車技術展：
人とくるまのテクノロジー展　2014
—	自動車のための全ての新技術が一堂に会する展示会—

Point
❶� �5 月 21 日から 23 日まで開催された「自動車技術展：人とくるまのテクノロジー展　2014」は、

自動車関連の最先端の技術が集結された展示会。
❷� �うち、東レは CFRP を中心に素材関連の技術を展示。軽量化、熱対策、環境バイオ素材が 3 本の柱。
❸� �そのほか、「PICASUS®」やオレフィン系離型フィルムなど、応用範囲が極めて広いフィルムも

開発。
❹�  自動車メーカーの展示では、運転支援システムや環境対策分野が目立った。

フリージャーナリスト
土井 弘美（どい ひろみ）
立教大学卒業後、出版関係の業務に従事。科学雑誌『ニュートン』、ファッション業界誌
『チャネラー』などを経て現在フリーランスで活動。中国でのビジネス経験もあり。

石川 裕子（いしかわ ゆうこ）
経営センサー編集部
2004年青山学院大学大学院国際マネジメント研究科修了。経営学修士（MBA）。東京工
業大学大学院情報理工学研究科産学官連携研究員を経て、2004年より東レ経営研究所�
人材開発部。教育プログラム開発、異業種交流研究会「戦略的技術マネジメント研修」
の企画・運営を担当。2010年から現職。
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東レグループ
炭素繊維強化プラスチック主軸に
数々の自動車素材を提案

東レグループは、中央エントランス付近に大型
ブースを構え、「自動車が課題としている技術に貢
献できる」ことを目標に、軽量化・熱対策（放熱、
断熱）・環境バイオ素材を 3 本の柱として、自動車
に関する素材を提案。中央にコンセプトカーを置
き、自動車のさまざまな用途で東レの新素材が活
用できることをアピールした。

①CFRP（炭素繊維強化プラスチック）
今回最も大きなスペースを割いてアピールされ

ていたのが、CFRP（炭素繊維強化プラスチック）
技術。「軽さ」という点で大いにアピールでき、実
際に自動車に搭載された部品の多くを展示。強度
もあり軽いこの素材は 1990 年代から産業用に用
途を拡大してきたが、東レでは量産の自動車への
適用開発をユーザーと一体となって進めている。
今回はバンパー、ホイール、ボンネット、トラン
クリッド、フロアなど外から見られるほとんどの
部分に CFRP を使ったコンセプトカーが登場、軽
さと美しさをアピールした。重量が鉄の 4 分の 1
しかなく、錆びないし、設計や適切な加工方法を
採用する事で衝突安全性能も付与する事ができる。

製法には航空機にも適用されている「オートク
レーブ製法（炭素繊維に樹脂を染み込ませ金型に
貼って真空にし、数時間かけて焼き固める）」があ
るが、これだと成形タクトが長く自動車の大量生
産には適さないケースが多い。このため、東レで

は、ある一定レベルの力学特性を維持しながら成
形サイクルを短縮する加工方法と材料の開発が課
題といえる。また、東レは航空機等に使用される
レギュラートウ（フィラメント数 2 万 4,000 本まで）
に強かったが、昨年 9 月、産業用途（風車や自動
車など）に使用されるラージトウ（フィラメント
数が 4 万本以上）を製造する米国 Zoltek 社を買収、
ラージトウの自動車部品への適用検討を開始する。

②PPS樹脂
PPS（ポリフェニレンサルファイド）は、樹脂

だけではなく、フィルムや繊維としても使用され
る高機能材料。東レは PPS 樹脂を「トレリナ ®」
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ブランドとして販売している。融点が 270 ～
280℃と高く耐薬品性もあり、金属部品の代替と
して軽量化が期待される素材である。高温になる
自動車のパワーコントロールユニット（インバー
ター、コンデンサーなど）に使用できるため、今
後の用途拡大が見込まれている。東レでは長く自
動車用途で培ってきた材料設計ノウハウを織り込
み、PPS 樹脂の機能向上を進めている。2016 年か
らは韓国で本格生産を開始し、日本と韓国の工場
を合わせて 27,600 トン / 年までに拡大する見込み
で、総合 PPS メーカーとして世界ナンバーワン
を目指していく。

③ポリイミド系熱伝導フィルム
高耐熱ポリイミド熱伝導フィルム。ポリイミド

は耐熱性が高い素材で（熱分解開始温度が 350℃
以上）、低温にも耐える。熱伝導性が高いため、半
導体周囲の接着シートとして活用する。熱伝導性
を高めるため、フィラーを混ぜて使用するのが一
般的。ハイブリッドカーや電気自動車に必要なパ
ワーコントロールユニットなどへの展開を提案し
ている。

④シリコーン系新規材料
東レ・ダウコーニングの製品、シリコーン系新

規接着剤（EA-7100Adhesive）は多くの金属やプ
ラスチックとも前処理なしで接着が可能、かつ低
温・短時間で硬化接着できる。従来のシリコーン
系の接着剤が 150℃程度の温度を必要としたのに

対し、EA-7100 は 100℃ 15 分で接着可能。用途は
特に自動車、エレクトロニクスを見込んでいる。
高温多湿な環境でも効果を上げることができる。
一方、シリコーン
系 新 規 熱 伝 導 材

（ TC-4525　Gap 
Filler）は、まる
でパテのように柔
らかく、粘着力で
隙間を埋め、熱を
逃がすタイプ。

⑤ポリエステル・
エラストマー　
「ハイトレル ®」　
異材質接着グレード
「ハイトレル ®」は米国デュポン社が開発した、

熱可塑性ポリエステル・エラストマーで、日本で
は東レ・デュポンが製造・販売を行っている。ゴ
ムのような柔らかさを持ちながら、エンジニアプ
ラスチックの特長である、高機能性、良成形加工
性も備えていて、耐熱性・低温特性もある。従来
型携帯電話の充電口カバーや、ヘアブラシ型ドラ
イヤーのくし部分、一眼レフカメラのグリップ部
分などに使用されている。今回の展示は「ハイト
レル ®」を使った樹脂とアルミや金属などとの接
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着用途を提案した。熱プレスやレーザー溶着に
よって PBT とガラス、CFRP とアルミなどへのあ
る一定レベルの接着性が確認できている。自動車
への使用はさらに高機能。CVJ ブーツ（等速ジョ
イントブーツ）に適用され、ゴム製ブーツが車検
ごとに変えなければならなかったのに対し、ほぼ
車体の寿命と同様になった。「ハイトレル ®」は、
さまざまな用途でそれぞれのニーズに合うように
カスタマイズする事も可能。東レ・デュポンはそ
のニーズに応えるべく材料開発を進めている。

⑥「ウルトラスエード ®」
超極細ポリエステル繊維を使用したスエード調

人工皮革「ウルトラスエード ®」は、上質な素材感、
滑らかな触感、豊富なカラーバリエーションを持
つ東レの先端素材である。意匠面に加え、自動車
内装用途に求められる耐久性、耐候性、快適さに
つながる通気性や温度調節性などを兼ね備えてお
り、カーシート用途を中心に、天井やドアパネル、
ピラーなどの部位に採用されている。

また環境配慮型素材として、リサイクル原料の
使用や製造工程における環境低負荷の実現などを
推進しており、今後は植物由来ポリエステル原料
を使用したマイクロファイバースエードの開発も
進める計画だ。

⑦「PICASUS®」（金属光沢調）
金属を用いずに金属調の光沢を発現させたフィ

ルム。東レ独自のナノ積層技術を駆使して、0.1 ミ

リという薄さのなかに屈折率の異なる 1,000 層も
のフィルムを積層構成させることで、可視光領域
をすべて反射させ、金属光沢調を発現させること
に成功した。自動車用途では内装材への採用実績
があるが、今後もさらに拡大してゆく予定であ
る。またメタリックな感覚に加え、光透過性のコ
ントロールも可能なため家電製品の外装、例えば
スマートフォンやタブレット、また各種タッチパ
ネルにも活用できる。またディスプレイの前面に

「PICASUS®」を適用すれば、コンテンツを放映
していないときには鏡となる。

また、印刷技術と組み合わせてハーフミラー調
のフィルムをつくり、下の文字を浮き上がらせた
り、LED と組み合わせて夜間に光らせたりするな
ど、用途はかなり広くさまざまな用途での拡大が
期待されている。

⑧オレフィン系離型フィルム
「NANOALLOY®」技術（複数のポリマーをナ

ノメートルオーダーで微分散させることで、従来
材料と比較して飛
躍的な特性向上を
発現することがで
きる東レ独自の革
新的微細構造制御
技術）を駆使して
作られたフィルム
で、熱をかけなが
ら 伸 ば し て い く
と、超深絞り形状
にも追従する。伸
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度は 1,000％以上。塗工耐熱性にも優れ、塗工、
乾燥時にもフィルム変形が起こらない。フィルム
にデコレーションすることも可能で、フィルムの
上に柄をつけ乾燥させて加熱、さらに柄を転写す
るときに加熱する。120℃以下の低温での成形も
可能。

三井化学
ファッション系素材としても
期待値の高い新規ポリオレフィン
「軽量化」のコーナーでは、CF 成形材料・「ポリ

マール ®　マット CZ」を提案。迅速に SMC（シー
ト・モールディング・コンパウンド）工法が適応
できるのが売り。樹脂と樹脂との間に CF をサン
ドイッチ状にして挟み込み、1 インチほどのもの
を金型に入れると 3 分間くらいで固まるというイ
メージ。加工が速くラインに乗せることができ、
従来のものよりコストダウンが可能となった。た
だし、薄く平板なものはスピーディーな加工が期
待できるが、厚みのあるものについてはまだ時間
がかかるという。

ファッション系の素材としても期待できるの
が、新規ポリオレフィン系エラストマー「ノティ
オ ®SN」である。ポリ塩化ビニル（PVC）、ポリ
ウレタン（PU）と並ぶ素材で、カレンダー成形
で薄いシート状にすることができる。PVC、PU
より耐水性、耐アルカリ性、耐カビ性、摩耗性と
もにすぐれ、さらにこの二者より 40％も軽量と
なっている。発色も美しく、高温多湿の熱帯地区
への自動車部材としてのみならず、現状は PVC、
PV が主流となっている合成皮革素材としても期
待が寄せられている。

富士重工業（スバル）
運転支援システム「EyeSight®」（Ver.3）は
誤発進、居眠り、追突を防ぐ優れもの

今回スバルが発表したのは、独創の運転支援シ
ステム「EyeSight®」が進化した Ver.3。先進安
全技術の開発を続けて 20 年。これまでの「走る」

「止まる」に加え、「曲がる」領域への運転支援を
実現した。

ステレオカメラで前方を常に監視し、コン
ピュータで距離を計算、危険を予知しブレーキ制
御を行い、自動的に減速または停止する（プリク
ラッシュブレーキ）。ただし、運転者はハンドルを
握っている必要はあり、運転者が寝てしまうと、
警報が鳴り自動的に停車する。

刷新点は、ステレオカメラが視野角と視認距離
を約 40％拡大され、認識性能が向上し、画像もカ
ラー化されたことだ。車だけでなく白線やガード
レール、歩行者や自転車も認識できる。ブレーキ
ランプも認識するので、前の車が減速したらこち
らも早めに自動的に減速。車間距離を制御し、渋
滞を快適にする「全車速追従機能付クルーズコン
トロール」がついている。「アクティブレーンキー
プ」は、走行車線を認識し、ハンドル操作をアシ
ストすることで車線中央付近の維持や車線逸脱を
抑制する。また「AT 誤発進抑制制御」「AT 誤後
進抑制制御」がついているので、発車時の事故も
防げる。ただしメイン機能は約 60km/h 以上のと
きのみ働くので、高速道路での使用が基本となる。

業界展望
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マツダ
REレンジエクステンダー
オンボードで発電機を追加、
計380kmの走行距離を誇る

電気自動車の走行距離を伸ばすため、ロータ
リーエンジン（RE）を発電用動力として使用す
るレンジエクステンダーを提案している。

電気自動車が思うように普及しないのは航続距
離の短さが最大の原因と考えられているが、実際
はその航続距離能力はユーザーの平均移動距離を
はるかに上回っている。普及を阻害しているのは、
主に心理的不安であると考えられ、マツダはこの
不安を払しょくするため、発電機およびその動力
源である内燃機関を追加し、オンボードでバッテ
リーへの充電を可能とした。電気自動車の大幅な
改造は不要で、トランクルームも犠牲にすることな
く車両後部のフロア下部からシステムを装着。航
続距離を約 380km と飛躍的に伸ばした。近くに充
電ステーションがなくてもガソリンだけで 200km
近く走行でき、また充電だけでも同様の距離を走
ることができる。ただし、電気を先に使用するシス
テムになっている。充電はステーションで 8 時間
程度。今のところ法人向けリースを予定している。

日野自動車
小型・安価なフィルター式NOx、PM
同時低減システムを開発

商用車は、大きさ、働く場所、移動距離もさま
ざまに異なる。日野自動車では、それぞれの分野
に適した環境技術の開発を進めている。

まず、乗用車や近距離の移動には EV 車（電気
自動車）。バッテリーを搭載しなくてはならないた

め大量の荷物は運べない。その先は、PHV 車（充
電できるハイブリッド車）で、バス、小・中型ト
ラックなどとして使われている。さらに行動範囲
が広がるのが FCV 車（燃料電池自動車）で、性
能のよいリチウムイオン電池などを採用。

しかし、現状では EV、HV 車で大量の貨物を輸
送することは難しい。そこで、今あるディーゼル
を使って低燃費にできる技術を開発している。そ
のためには、燃費を上げ、エンジンの性能を上げ
なくてはならないわけだが、同時に車体の軽量化
も図っていく。目標は燃費を従来の半分にするこ
とで、部品一つひとつにノルマを課し、軽量化を
図ると同時に、E13 エンジン、A09 エンジンを開
発、低燃費とクリーン化に取り組む。

環境関連の技術も磨いている。目指すところ
は、新たなインフラの整備が不要で、特別なメン
テナンスを必要としないディーゼル車の実現であ
り、尿素水を使うことなく、軽油を用いた新しい
NOx（窒素酸化物）低減法と、フィルターによる
PM（粒子状汚染物質）低減法を開発。排出ガス
中の NOx、PM の同時低減を行う後処理システム
だ。活性酸素により同一触媒上で NOx、PM だけ
でなく、NMHC（非メタン炭化水素）、CO（一酸化
炭素）など有害 4 物質を同時に低減できる、世界
でも有数のシステムである。尿素水用タンクが不
要なため、小型・軽量・安価であり、新興国の環
境改善に役立てられる技術である。

自動車技術展：人とくるまのテクノロジー展　2014
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1997年　自動車技術会の創立50周年を
記念して、「くるまぎじゅつの半世紀」を併催。
50年前の町並みを再現し、そこに当時の車を
展示、役者が50年間のクルマのある生活、社
会を演じ、来場者を大いに楽しませました。

2007年　自動車技術会の創立60周年を記念し
て、過去10年における自動車技術の変遷を「社会
の変化」「自動車業界の変化」「技術の変化」から
解説しました。また、技術を「環境」「安全」「ドライビ
ングプレジャー」「快適・利便」の4つに分類し、キー
テクノロジーを実物やパネルで紹介しました。

2011年　自動車技術展
20周年となり、第1回から
毎年開催してきた特別企
画コーナーを主体に「自動
車技術展の軌跡」を紹介。

2001年　自動車技術展10周年となり、4輪・2輪を合わせ12
台の実車と大型スクリーンを使用したASV－2（先進安全自動
車）コーナー、３Dシミュレーター、ドライビングシミュレーターによる
ABSやESCの作動状態、事故回避を疑似体験できる安全体験
コーナーが設置されました。また、排ガス・燃費対策コーナーでは、
社会的関心の高い環境問題への取り組みも紹介されました。

982

475

35,305

図表　自動車技術展：人とくるまのテクノロジー展の推移

出所：公益社団法人　自動車技術会

	（展示会後の主催事務局へのインタビューから）

「	自動車技術展：	
人とくるまのテクノロジー展　2014」
―	先端技術発表の場となる、エンジニアのための展示会―

今回パシフィコ横浜で開催された「自動車技術展：

人とくるまのテクノロジー展 2014」は 491 社が参加、

87,523 人の来場者があった。前回の来場者は 78,255

人であったから、約 1 万名増えたことになる。

この展示会は 1992 年にスタートし、今回で 23 回

目を数える。自動車に関する学術講演会と併催する形

で始まり、次第に大きくなっていった。初期の会場規

模は現在の 4 分の 1 ほど。特長は、技術者の交流の場

としてつくられたことで、各社が最新の技術を発表、

日本や世界の技術者・研究者が意見を述べ合う貴重な

展示会である。このために数多くのシンポジウムや技

術者交流会も設定されている。モーターショーが一般

向けの傾向が強いのに対し、この展示会は搭載されて

いる技術が主体である、専門家向けの技術展といえる。

社会のニーズに合わせ、自動車に求められる技術も

時代とともに変化してきた。今回の傾向は電気自動車

やハイブリッド車のアピールとともに、「安全」をキー

ワードにした運転支援システムが注目を集め、各社と

も新開発のシステムを発表していた。素材面ではカー

ボン系、樹脂、アルミなど「軽量化」のさまざまな技

術が見られた。

今回のもう一つのキーワードは「体験」である。主

催者企画エリアでは、テーマを「人と社会に優しい先

進クルマ技術～ 2020 年の『モビリティ』・『カーロボ

ティクス』を体験しよう」に置き、館外には体験試乗

コーナーが設けられた。最新電動自動車のほか、街で

コンビニのデリバリーなどで見かけるようになってき

た超小型モビリティや、高齢化社会をにらんだ電動車

いすなどの電動アシストモビリティを展示、来場者が

試乗体験できるようになっていた。会場内でも、各社

ブースに運転支援システムなどの大型シミュレーター

が数多く展示され、説明員の解説を受けながら来場者

が実際に体験していた。

本展示会の開催母体は、公益社団法人自動車技術会。

個人会員約 47,000 人、法人の賛助会員約 550 社を擁

する国内有数の学術団体で、研究発表、シンポジウム、

国際会議などを行っている。さらに、自動車規格の制

定にも尽力。人材育成事業にも力を注いでおり、03

年から「全日本 学生フォーミュラ大会」を開催、学

生に向けてものづくり活動を推進。また、08 年から

は小学生を対象にした「キッズエンジニア」を開催、

科学・技術・ものづくりの楽しさの普及に努めている。

本展示会は、最新の技術と技術者による交流の場で

あり、自動車技術会では、新技術を最初に発表する場

としてぜひ各社に活用していただきたいと考えている。

事実、今回もさまざまな新技術の発表が行われており、

およそ 50 もの世界初・本邦初公開の技術がお披露目と

なった。同展示会が日本の自動車社会の発展に寄与す

るところは実に大きい。

業界展望




