
世界の自動車産業はかつてない変化の時代を迎えています。地球温暖化が原因と
考えられる自然災害の地球規模での深刻化は、世界の自動車産業に温暖化効果ガス
の排出抑制を待ったなしで求めています。リーマン・ショックからの世界経済の回復を
けん引した新興国経済の成長は一服しましたが、自動車市場の急成長をもたらし、世
界の自動車市場規模を2000年代初の約6,000万台から2016年までに9,000万台水
準に押し上げ、さらに、2020年代初の1億台への拡大をけん引する見込みです。
市場の急拡大は排気ガス、温暖化効果ガスの排出増を伴うとともに、都市化と渋

滞の深刻化を加速、交通事故の拡大も招きました。先進国において先行する高齢化
は、ドライバーによるペダルの踏み間違いや車線勘違いを通じて、考えてもみなかっ
た歩道や家屋ヘの突入事故、逆走による正面衝突事故の頻発につながっています。
世界の自動車産業は今後も経済発展と人口増を背景に基本的に発展を続けると考

えられます。しかし、深刻化する環境・安全・交通渋滞・事故問題の解決なしに、継続
的な発展が見込めなくなりつつあります。こうした技術課題に直面する中で登場した
のが自動運転技術であり、業界内外の関係者から大きな期待が寄せられています。自
動運転を支える認識技術と人工知能技術は、世界的なIoTの普及とそこから常時収拾
されるビッグデータの増大を促します。ビッグデータから順次ディープラーニングで獲
得されるアルゴリズムや制御は、これまで先進安全技術を積み上げて実現してきた先
進安全運転支援(ADAS)技術を、一気に自動運転技術に高めようとしています。そし
てこの自動運転技術は環境・安全・通信技術との融合を通じて、自動車をより安全で
快適、環境にやさしい商品に変えようとしています。さらに、究極の完全自動運転、無
人運転は自動車を全く異なる商品に変える可能性を有しています。ハンドルもアクセ
ルペダルもない、移動する自由をユーザーに提供する完全自動運転はすべてが機械
任せ。結果、ドライバー自らの自動車運転は趣味の領域になり、自動車の運転は希望
者がレースコースに自己または他人の車を持ち込んで楽しみ、公共の道路では、人が
運転する車は危険なので厳しく制限されるかもしれません。完全自動運転社会に向
かわないまでも、自動車が自動運転機能の拡大を通じて徐々にその性格を変化させ
ていくことは避けられません。自動車は個人保有せず、社会やシステムで保有しシェア
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エンジン、トランスミッション、伝動部品の最新技術と世界の取り組みを網羅!!
足回り部品、プラットフォーム、車体骨格の最新技術と今後のトレンドを展望!!
装備、内外装、電子・電装品、テレマティクスの最新技術と世界の趨勢を報告!!
自動運転、コネクテッド、HMIの最新技術と新規参入企業動向を収録!!
12/48V MHEV、HEV、PHEV、BEV、FCEVの最新技術と規制対応動向を分析!!

好評発売中 特別調査報告書のご案内
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～進展する環境・安全・通信技術と自動運転技術との融合～

世界自動車技術年鑑
隔年刊
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当報告書は世界自動車技術調査月報の年鑑版です。このため年間購読者に限り特別価格にて領布させていただきます。

して使用することが当り前、必要に応じて空いている自動運転車を使って移動するこ
とに向かうと見られます。
ところで、世界の自動車産業はリーマン・ショックで大打撃を受けた米国市場が

2015年にようやくそれ以前の水準にまで回復し、2016年に過去最高を更新しまし
た。今後も先進国市場の堅調と低成長ながら発展を続ける新興国市場により、世界の
自動車市場は緩慢ながら長期拡大過程にあります。この大きなトレンドの下、世界の
自動車産業は、完成車生産能力の増強、プラットフォーム・パワートレインの刷新等
の大型投資を進め、環境・安全・快適・自動運転技術の獲得を通じた製品強化を進
めています。
世界は政治的にも大きな転換点を迎えています。2016年夏に英国が国民投票で

EUからの離脱を決め、秋には米国で次期大統領としてTrump氏が選出されました。
いずれも、没落した中間層の不平・不満が背景にあるといわれ、人種差別、移民排斥
を煽り、自由貿易の否定・見直しを求めることを特徴としています。同様の動きは欧州
各国における極右政党の台頭と勢力拡大、アジア諸国における格差社会の拡大とい
う形で明確になりつつあります。今後、世界が民族第一主義、自国第一主義に傾くこと
は、自動車産業が享受してきた自由貿易、低コスト国で生産し富裕国で儲けて収益を
拡大するビジネスモデルを足元から覆しかねないリスクを孕んでいます。だからこそ
余計に、自動車産業は生産性を引き上げて付加価値を上げ、商品魅力の向上を通じて
高収益体質を獲得する必要性が高まっています。ただ、米国と中国という世界最大を
競う二大大国の自動車産業が揃って政治からの影響を強く受け始めた点は将来の不
確定性を高めています。
自動車・部品メーカーの製品・技術戦略が市場トレンドだけから策定できないこと

は当然ではありますが、政治動向、政策・規制に敏感に反応することが技術戦略策定
に問われます。
当調査報告書は自動車産業が直面する技術課題と製品・技術動向を、環境・安

全・快適・自動運転・電動車の分野から整理したものです。関係各社の技術戦略策定
と業務発展のためにご活用ください。

(FOURIN作成)

米国におけるAutomated Connected Vehicle構想と車社会構築の課題及び問題点
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「第3章 快適：装備、内外装、電子・電装部品、テレマティクス」より 「第4章 自動運転：自動運転、コネクテッド、HMI」より

世界の自動運転技術の
最前線を報告!!

世界の快適装備の
最新トレンドを報告!!

世界の自動運転技術の
最前線を報告!!

世界の快適装備の
最新トレンドを報告!!
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総論　技術ロードマップ：環境・安全・通信
  と自動運転との融合 
 ◇世界自動車産業の技術ロードマップ
 ◇トヨタの技術ロードマップ
 ◇GMの技術ロードマップ
 ◇VWの技術ロードマップ
 ◇ホンダの技術ロードマップ
 ◇日産の技術ロードマップ
 ◇Fordの技術ロードマップ
 ◇Daimlerの技術ロードマップ
 ◇BMWの技術ロードマップ
 ◇開発課題の拡大と技術購買
 ◇世界的エンジニアリングコンサルタントの活用
 
第1章　環境：エンジン、トランスミッション、
  伝動部品 
 ◇WLTP導入
 ◇欧州RDE(Real Drive Emissions)排ガス試験
 ◇GMエンジンモジュール戦略
 ◇VWの新世代エンジン
 ◇BMWモジュラーエンジン
 ◇燃焼制御
 ◇バルブ制御
 ◇気筒休止
 ◇スチールピストン
 ◇水噴射
 ◇コモンレールディーゼルエンジン
 ◇コモンレール高圧対応材料
 ◇中国ガソリン直噴エンジン用インジェクター
 ◇ヒートマネジメント
 ◇排熱回収

 ◇新型Prius用3代目排熱回収
 ◇ターボチャージャー
 ◇中国ターボチャージャー
 ◇48V化電動スーパーチャージャー
 ◇トランスミッションの基本的役割
 ◇ステップAT 
 ◇ZFの変速機
 ◇現代自8速AT 
 ◇CVT
 ◇中国CVT
 ◇Danaの新型CVT(CVP)
 ◇DCT 
 ◇中国DCT
 ◇等速ジョイント
 ◇GKN ドライブラインの電動部品
 ◇中国等速ジョイント
 ◇トルクベクタリング
 ◇転がりベアリング
 
第2章　安全：足回り部品、
  プラットフォーム、車体骨格 
 ◇サスペンションスプリング
 ◇アクティブサスペンション
 ◇タイヤ
 ◇中国アルミホイール
 ◇EPS
 ◇ステアバイワイヤ
 ◇ステアリングアシスト
 ◇世界自動車メーカーの
 　プラットフォーム統合
 ◇VWのMQBモジュール戦略

 ◇Volvo Carのプラットフォーム戦略
 ◇FRレイアウト
 ◇車体軽量化技術
 ◇テーラーロールドブランキング
 ◇ドアリング
 ◇モジュールアーキテクチャと車体軽量化
 ◇VW MQBの軽量化技術
 ◇世界的な二輪車安全基準強化
 
第3章　快適：装備、内外装、
  電子・電装部品、テレマティクス 
 ◇カーエアコン
 ◇冷媒規制
 ◇日本の電子ミラー法整備
 ◇バックモニター規制
 ◇歩行者保護
 ◇シートシステム
 ◇天然材ウッドトリム
 ◇CFRP車体部品
 ◇自然由来材製部品
 ◇樹脂製外板
 ◇樹脂製部品
 ◇樹脂製燃料タンク
 ◇アクティブグリルシャッター
 ◇中国アクティブグリルシャッター
 ◇ドアモジュール
 ◇紫外線カットガラス
 ◇新世代車載ネットワークEthernet
 ◇AFL
 ◇LEDランプ
 ◇緊急通報システム

 ◇Fordの車載インフォテイメント
 ◇中国テレマティクス
 
第4章　自動運転：自動運転、
  コネクテッド、HMI 
 ◇ADAS、IoTで進展した自動運転
 ◇米国自動運転政府政策
 ◇自動運転の目的を探る日欧米技術者の
 　取り組み
 ◇日本のADAS、自動運転の取り組み
 ◇シェアビジネス
 ◇NVIDIAの自動運転ビジネス
 ◇レーザーレーダー
 ◇Mobileyeの画像認識システム
 ◇ミリ波レーダー
 ◇Boschのコネクテッド技術
 ◇TRWの自動運転システム
 ◇自動運転制御用ECU
 ◇自動駐車/駐車支援システム
 ◇3次元精密地図
 ◇準天頂衛星測位
 ◇ジェスチャーコントロール
 ◇ハプティックフィードバック
 ◇バーチャルキー
 ◇次世代コックピットディスプレイ
 ◇シャープの新コンセプトディスプレイ
 
第5章　電動車：12/48V MHEV、HEV、
  PHEV、BEV、FCEV 
 ◇環境規制強化に対応して進む
 　世界の電動車開発

 ◇米国CAFE/GHG規制、オフサイクルクレジット
 ◇カリフォルニアZEV規制
 ◇欧州eco-innovation
 ◇欧州の電動車普及インセンティブ
 ◇中国NEV規制
 ◇中国電動車市場動向
 ◇トヨタPrius PHV
 ◇GM Chevrolet 二代目Volt 
 ◇BMW電動車戦略
 ◇現代IONIQ
 ◇大容量長距離走行電気自動車
 ◇燃料電池車投入競争
 ◇トヨタMIRAI
 ◇ホンダClarity
 ◇水素エネルギーの社会的普及
 ◇48Vマイルドハイブリッドシステムの
 　将来展望
 ◇Continentalの48Vシステム戦略
 ◇インバーター
 ◇モーター巻き線
 ◇非接触充電
 ◇中国製電動車駆動モーター用磁石
 ◇韓国のリチウムイオンバッテリー

付属CD収録内容  
世界自動車部品法規動向(2014年1月～2016年11月)
世界自動車・部品投資動向(2014年1月～2016年11月)
世界自動車・部品技術動向(2014年1月～2016年11月)
世界自動車・部品技術動向ヒリング

(2014年1月～2016年11月)

『第5章　電動車：12/48V MHEV、HEV、PHEV、BEV、FCEV』より『第2章　安全：足回り部品、プラットフォーム、車体骨格』より『第1章　環境：エンジン、トランスミッション、伝動部品』より『総論　技術ロードマップ：環境・安全・通信と自動運転との融合』より

「世界自動車技術年鑑 2017 」主要目次 www.fourin.jp

この他の見本ページも弊社ホームページでご覧頂けます
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