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－電動化で変わる新技術ロードマップ－

2010年の世界自動車技術を展望する特別調査報告書

■世界自動車産業が取り組むハイブリッド、電気自動車等、電動化動向を特集で分析!! 
■世界自動車メーカーの技術戦略を製品･パワートレイン･部品の開発･採用動向から分析!!
■世界的な環境規制強化･安全基準強化に対応した製品･技術開発トレンドを分析!!
■エンジン、駆伝動、シャシ、車体、電装･電子、空調･安全･通信装備、材料等、各分野毎に
　世界的な新製品･新技術開発動向を収録!!

　2010年代の世界の自動車産業は中国のひとり勝ちと電動
化で幕を開けました。
　2008年後半に米国から始まった世界金融危機は世界的な
自動車販売低迷と自動車メーカーの経営危機という形で世界
に伝播。2009年前半に世界販売は17%後退してほとんどの
自動車会社が収益を悪化、いくつかの自動車メーカーが破綻
しました。
　しかし、2009年前半から中国を筆頭に新興国の販売が急

速回復した後に拡大。後半には先進国の販売も回復に転じて
います。回復過程で際立つのが、代替奨励金や優遇税を背景
にしたハイブリッド車や低燃費小型車の需要の増大であり、
バッテリー電気自動車関連の開発投資です。低燃費車の需要
拡大は、新興国でも期待されるため、不況脱却をめざす世界
自動車産業は、中国と電動化対策一層強化計画です。
　当案内をご高覧の上、関係部署ともご相談頂き、採用を賜
りますようお願い申し上げます。
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【ハイブリッドシステム、種類別特徴比較】　◎=高い、○=普通、△=低い
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小型車、中型車、小型トラック
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電気自動車

○

◎

◎

△

○

不要

◎
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中型車

主要採用モデル

マツダAXELAi-stop、
旧トヨタ Crown、
GM Chevrolet Silverado HEV/Siera HEV、
Saturn Aura Green Line、
Saturn Vue Green Line、
Chevrolet Malibu HEV、
トヨタCrown Mild Hybrid

ホンダInsight(新型、旧型)、
ホンダAccord HEV、
ホンダCivic HEV、
ホンダCR-Z、
トヨタEstima HEV(初代)、
日産Tino HEV、
M-Benz S400HYBRID、
BMW 7-Series Active HEV

GM Chevrolet Volt、
マツダPremacyハイドロジェンREハイブリッド、
三菱自Concept PX-MiEV

(FOURIN)

トヨタPrius(初代、二代目、三代目)、
トヨタCamry HEV、
トヨタEstimaHEV(二代目)、
トヨタAlphard HEV、トヨタCrown HEV、
トヨタHighlander/Kluger、
トヨタHarrier HEV、レクサス LS600h、
レクサス GS450h、レクサスRX450h、
トヨタCruigar、BMW ActiveHybrid X6、
M-Benz ML450 HYBRID、
Ford Escape HEV/Mercury Meriner HEV/
マツダTribute HEV、
日産Altima HEV、
Chevrolet Tahoe HEV/GMC Yukon HEV、
Cadillac Escalade HEV、
Ford Fusion HEV/Mercury Milan HEV

「第4章　駆伝動部品分野の新技術動向」より 「第8章　装備品分野の新技術動向」より

見  本  頁

世界の自動車部品技術動向をエンジン、駆伝動、シャシ、車体、
電装･電子、装備、材料等から分析(第3～9章) 

世界の自動車部品技術動向をエンジン、駆伝動、シャシ、車体、
電装･電子、装備、材料等から分析(第3～9章) 
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第1章　世界自動車産業の戦略技術展望
1. ビークルダイナミクス技術と戦略技術の獲得競争

◇パワートレイン戦略と関連技術動向

・ダウンサイジングと直噴化が進展するエンジン技術

・多様化で選択が広がるトランスミッション

・総合環境システムの採用拡大

◇プラットフォーム戦略とシャシ関連技術動向

・走行安全システムとして発展するブレーキ

・電動アシストからバイワイヤーに向かうステアリング

・車体多様化対応で性能向上が進むサスペンション

・シャシ系部品制御の統合で発展する総合安全システム

2. 世界的環境・安全規制の強化と戦略技術の獲得競争

◇環境規制強化で強まる戦略技術獲得競争

・ペナルティを伴う欧州CO2規制動向

・Obama政権下で強化・一本化される米国燃費規制

・インセンティブにより必須課題となる日本の環境規制対策

◇強化される安全基準と地域で異なる技術戦略

・総合的な安全を重視する欧州安全基準

・高速走行安全を重視する米国安全基準

・車体衝突安全を重視する日本安全基準

・簡易車両事故の深刻化で強化される新興国の安全基準

3. モジュール化の進展とシステム統合の進化

◇モジュール化の進捗と関連技術動向

・組立ラインで採用拡大が続くフロントエンドモジュール

・専門メーカー中心に拡大続くドアモジュール

・組立中心に続くコックピットモジュール

・後退したシャシモジュール

◇付加価値を飛躍させた電子制御とシステム統合

◇自動化と高度安全で不可欠のバイワイヤーシステム

4. 特集：電動化で変わる新技術ロードマップ

◇当面のメインストリームとなるハイブリッドシステム

◇発展の可能性を広げる電気自動車

◇中期目標となる燃料電池車、水素エンジン開発

◇電動化で変わる技術課題と新たな発展方向

第2章　世界自動車メーカーの技術戦略
VW･スズキ連合：内燃機の効率化と次世代技術を強化

トヨタ、ダイハツ、富士重：HV中心にグループ内提携強化

GM Gr.：再建へ小型車・環境車開発に注力

Ford Gr.：直噴ターボGE採用に加え、EVを投入

Daimler Gr.：製品化を視野に全方位で次世代車開発

Renault/日産Gr.：EVと低価格車で世界に先行

PSA･三菱自連合：EVで提携強化、独自術戦略は継続

Fiat/Chrysler Gr.：提携で規模を拡大し先進技術を強化

現代自/起亜 Gr.：環境戦略強化、次世代車で世界水準

ホンダ：ハイブリッド車と小型車に集中、高速経営で世界に挑む

BMW：高級製品群を支える技術を強化

第3章　エンジン･同部品分野の新技術動向
1. エンジンの新技術動向

2. エンジン部品の新技術動向

3. ハイブリッド、Idling Stop、電気自動車の新技術動向

第4章　駆伝動部品分野の新技術動向
1. 変速機･部品の新技術動向

2. 伝動部品の新技術動向

第5章　シャシ部品分野の新技術動
1. 制動部品分野の新技術動向

2. 懸架部品分野の新技術動向

3. 操舵部品分野の新技術動向

第6章　車体部品分野の新技術動向
1. 車体部品の新技術動向

2. 内装部品の新技術動向

3．車体機構部品の新技術動向

第7章　電装品･電子部品分野の新技術動向
1. 照明機器、ディスプレイ分野の新技術動向

2. 電装品分野の新技術動向

3. 電子部品分野の新技術動向

　（参考）車載LANとソフトウェアの世界規格統一

第8章　装備品分野の新技術動向
1. 空調装備の新技術動向

2. 安全装備の新技術動向

3. 運転支援装備の新技術動向

4. 通信装備の新技術動向

5. エコドライブ支援装備の新技術動向

第9章　材料分野の新技術動向
1. 金属材料の新技術動向

2. 樹脂材料の新技術動向

3. 樹脂部品･材料･成形法の新技術動向
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