
1日 産 技 報 　No.87 (2021)

巻頭言

日産自動車の先進技術開発に対する
取り組み

執行役副社長　中畔　邦雄

1.はじめに

日産自動車の競争力の源泉は過去も現在も先進技術であ
り、創業以来、常に他が成し得ない新しい技術の開発と実
用化に挑んできた。ここ 20 年はクルマの電動化と知能化を
先進技術の大きな二つの柱において研究開発活動を進めて
いるが、その理由は、資源の枯渇、環境問題、交通事故、
交通渋滞など社会課題を解決するためにはこれらの技術が
大きな鍵になるからである。

一方で、我々はこうした先進技術をできるだけ多くのお客
様に使っていただくこと、技術は普及させて初めて価値を持
つことを常に念頭において研究開発を進めてきた。そうした
弛まぬ努力が、電動化においては EVとe-POWER、知能
化においては様々な先進安全技術とプロパイロット、クラウ
ドなどと繋がるコネクテッド IT 技術の実用化などに繋がって
いる。こうした先進技術は様々なセグメントに採用され、お
客様にも広く浸透しつつある。

日産自動車の先進技術開発の歴史

一方で今後 2030 年までの 10 年は社会環境と技術の変
化が激しく、非常に流動的な時代になる。次項からは、昨
今の環境変化と、その変化に対応する日産の技術開発戦略
について述べていく。

2.モビリティを取り巻く課題

近年、社会環境は大きく変化してきている。地球温暖化
の主要因とされる CO2 排出量は、年々増加の一途を辿って

おり、主要国での CO2 規制やガソリン車の販売規制は益々
厳しくなってきている。

また、2020 年 10 月、日本政府が、「2050 年までに温
室効果ガスの排出を全体としてゼロを目指す」と宣言したよ
うに、多くの国でリーダーたちがカーボンニュートラルを言及
しはじめている。こうした社会要求に応えるため、電動化、
再生可能エネルギーの普及はグローバルで急務となってい
る。

一方で、都市では人口一極集中による移動効率悪化の課
題、地方では人口減少に伴う公共交通やインフラ縮小による
移動弱者の拡大が課題となっている。高齢化が進む先進国
では、高齢者由来の事故も増加しており、誰もがより安心・
安全に移動できる運転支援技術が求められてきている。

このような環境変化に対応すべく、我 も々新たな周辺認識
技術、データサイエンス、人工知能など様々な先進技術をい
ち早く導入し、技術進化の加速を図っている。

3.日産の先進技術戦略

3-1.　電動化技術
日産は 1990 年頃から先んじて電気自動車用バッテリーや

モーターの研究開発を進め、2010 年に業界初の量産型 EV
である日産リーフを発売した。また、車両だけではなく、充
電器の規格・拡充、Vehicle to Home、フォーアールエナジー
のバッテリーリユース事業など、使用環境やエコサイクルも含
めて、より安心して使える EV を目指し、市場に様々な技術
を投入してきた。そうしたリアルワールドでの豊富な実績や、
蓄積してきたクルマや顧客のデータが、電動化を推進してい
く上での大きな強みになっている。

日産が電動化を拡大する目的は大きく2 つある。1 つは日
産がビジョンとして掲げている将来のゼロ・エミッション社会
を実現させること、そして、もう一つはモーター駆動のポテン
シャルの高さを活かした安心、安全、快適な移動手段をお
客様に提供することである。

モーター駆動は、その制御性の良さからクルマの走る環
境やドライバーの意図に応じた理想的な加速・減速、乗り心
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地、静粛性を実現することができ、また ADAS など先進安
全技術や自動運転技術との親和性も非常に高い。そうした
モーター駆動ならではの魅力創出を今後も加速させていく。

日産は、EV だけでなく、モーター駆動でありながら充電
の必要の無い e-POWER を組み合わせることで、充電イン
フラの整っていない地域も含む世界中のお客様にモーター駆
動の価値を提供していく。

急速充電普及エリア

電動車マーケット展開シナリオ

今後、日産の事業構造改革計画である NISSAN NEXT
の中では、2023 年度末までに年間 100 万台以上の電動
車両の販売、8 車種以上の EV モデルのラインアップ拡充、
e-POWER のグローバル・セグメントカバレッジ拡大を計画
している。
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3-1-1.　EV
日産が、電動車両を開発、提供する上で重視している要

件の一つが安全性である。性能向上のためにバッテリーエネ
ルギー密度を高める一方で、市場に投入する前に様々な厳し
い条件でテストを行い、安全性と信頼性を徹底して確保して
いる。

リーフは生産開始から現在まで 51 万台（2020 年 12 月
末時点）を販売してきたが、バッテリー起因の重大事故を1
件も起こしていないのがその証明である。今後も、お客様が
使われる厳しい使用環境を市場走行データから予測し、高
度な信頼性設計・実験基準に落とし込み、開発に反映して
いく。

その上で、電動車両の魅力向上のための技術開発も加速

させている。例えば魅力性能を作りこむ上で重要な技術の一
つとして、リーフのモーター開発の中で培ってきた独自の制
振制御技術が挙げられる。電動パワートレインは、その応答
性の高さからガソリン車以上の制御性ポテンシャルを持つ一
方で、人の感性に反する唐突なトルクの立ち上がりや、トル
ク変動による振動抑制が課題である。それらを緻密に制御
し、滑らかな加速を作り出すのに、制振制御技術が重要な
役割を果たしている。これに加えて、長年に渡る AWD 制御・
シャシー制御のノウハウを融合させた車両統合制御技術が、
今年度発表した日産アリアに搭載する e-4ORCE である。前
後２つのモーターを制動・駆動の両面でコントロールし、シャ
シー制御と組み合わせることで、スリップや車両姿勢などの
変化を感じさせないフラットで快適な乗り心地を実現してい
る。こうした技術が、誰もが安心・快適に運転できるクルマ
の価値を提供することに繋がっていく。

一方、EV 普及のためには今後電動パワートレインのコスト
低減が必須であるが、特にバッテリーの技術革新が大きな
課題である。具体的にはサプライヤーと共同でのバッテリー
材料開発をさらに進め、高価なコバルトを減らしたコバルトフ
リーバッテリーの研究開発を加速する。バッテリーパックに
ついても、モジュールを介さず、直接セルをパックに配置す
る Cell to Pack といった構造や製造プロセスの合理化もサ
プライヤーと共に取り組んでいる。これらの技術革新により、
2030 年前までにクルマとして内燃機関同等の収益率にする
ことができると予測している。
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バッテリーコストの低減

また、さらに安全性と低コストを飛躍的に向上する可能性
を持つ全固体電池の研究開発も東京工業大学などと進めて
いる。こちらの最大の課題は自動車に適用できるバッテリー
の大型化と生産プロセスであり、早期の量産化を目指し、材
料選定や製造プロセスの技術開発を加速させる。

今後は EV が普及すればするほど、中古バッテリー市場が
拡大し、その活用が課題となる。日産が出資するフォーアー
ルエナジーは、いち早く福島県浪江町に事業所を設立し、使
用済みバッテリーを再利用するための技術開発を進めてき
た。市場から戻ってきた使用済みバッテリーを、その状態や
性能によって分別して様々な二次利用先に供給、リユース分
の価値をお客様に循環還元していくというビジネスモデルを
既に構築しつつある。このモデルを事業として拡大し、お客
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様が EV を保有する負担をより軽減することで、電動車のさ
らなる普及に繋げていく。

バッテリーリユースによる価値の還元

3-1-2.　e-POWER
EVとコア技術を共用する e-POWER も、100％モーター

駆動を行うことで、走り出しから最大のトルクを活用、EV の
ような静かでスムーズな走行ができることが最大の特徴であ
る。

今年度発売したアジア市場向け新型キックスでは初めて海
外市場に展開し、現地のメディアやジャーナリストから好評
を得ている。また、日本の新型ノートでは、インバーターとモー
ターを一体化した新しい電動パワートレインで効率をさらに
上げ、加速や静粛性などの性能を一段と向上させた。

また、e-POWER の特徴を活かし、発電用エンジンの振
動伝達を究極に減らすことで圧倒的な静粛性を実現できるプ
レミアムセグメント向けシステムの開発にも取り組んでいる。

一方で、e-POWER 普及の課題もパワートレインコストで
ある。EV 同様バッテリー技術の進化に加えて、エンジンを
発電専用かつ定点運転に特化するシステムの簡素化に取り
組んでおり、これにより 2025 年までに内燃機関同等の収
益率を目指している。

e-POWER技術の進化とコスト低減

3-2.　知能化技術
日産は、日産車が関わる交通事故の死亡者数を実質ゼロ

にするゼロ・フェイタリティをビジョンに掲げ、リアルワールド
で起こり得る全ての事故リスクに対応できる運転支援技術の
開発に取り組んで来た。セーフティーシールドコンセプトのも
と、周囲 360 度のリスクへ対応する技術として、レーンキー
プアシストやアラウンドビューモニター、踏み間違い衝突防

止アシストなど世界初となる技術を数多く投入しリードしてき
た。その実績とシステムの高い信頼性が、電動化技術同様
日産の競争力の源泉である。

また、プロパイロットに代表される自動運転技術や、車
内に居ながらにして様々な情報やサービスを提供できるコネ
クテッド技術などを通して、全てのお客様にストレスの無い、
どこでも安心・安全で快適なドライビングを提供していくこと
を目指している。今後、23 年度末までに年間 150 万台以上
の自動運転技術搭載車を投入していく。

3-2-1.　プロパイロット
2016 年に投入したプロパイロットは、進化を重ね、2019

年にプロパイロット2.0 として、同一車線内のハンズオフ機
能付き高速道路ナビ連動ルート走行を世界で初めて実用化
した。プロパイロットが提供する自動運転技術は、高速道
路でのお客様の使われ方を徹底的に分析し考慮した設計と
なっている。高速道路の本線から出口まであらゆるシーンで
適切な運転支援が機能し、お客様に全くストレスを感じさせ
ない。

こうした性能と商品性を支えているのは、過去から日産の
強みであった周辺認識技術や制御技術に加えて、システム失
陥時の安全性を確保する高度なシステム冗長設計技術など、
長年の経験に基づいた先進運転支援に関する技術力であ
る。

3-2-2.　自動運転技術の進化
将来の完全自動運転に向けては、運転支援可能なシーン

を広げ、自動化のレベルを向上させていくだけではなく、誰
でも安心して使えるシステムであり続ける必要がある。

横浜みなとみらいで実証実験を進めている Easy Ride は
その技術開発の一端であり、実際のお客様に使っていただく
ことでユースケースや実用上の課題を発掘し、将来の実運用
に向けて進化を続けている。

2020

との協調

単一車線上での究極の使いやすさ

2016

高速道路での
アイズオフ機能

一般道での
運転支援システム

完全自動運転

「Easy Ride」は株式会社ディー・エヌ・エーと日産自動車株式会社の登録商標です。

自動運転技術のロードマップ

自動運転技術のロードマップ

リアルワールドでのあらゆるシーンで安全性を担保するた
めには、路上の危険な障害物を全て認識できる能力が必要

巻頭言：日産自動車の先進技術開発に対する取り組み
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であり、お客様の運転シーンと道路環境を広くカバーできる
認識技術という観点では、まだまだ発展途上である。今後
も車両の制御技術に加えて、センサー・カメラなど基幹部品
の研究開発にも注力していく。

また、それら技術をグローバルマーケットに普及させるた
めには、より効率的な市場環境の把握が重要であり、それ
を目的に道路環境のモデル化を進めている。これまでプロ
パイロットの開発時に蓄積した市場環境の膨大なデータと高
精度地図データを元に、世界中の様々な走行シーンをシミュ
レーション上で再現することで開発を大幅に効率化できる。
日産ではこうした市場環境と実車の車両挙動の双方を再現で
きるドライビングシミュレーターを自動運転技術の開発に活
用している。

日産テクニカルセンターのドライビングシミュレーター

日産テクニカルセンターのドライビングシミュレーター

3-2-3.　コネクテッド技術
日産は、クラウドなど外部と繋がり車内のお客様に多種多

様なサービスを提供できるコネクテッド技術についても、長
年技術革新を図ってきた。1998 年には、コンパスリンクを
開始し、カーナビゲーションと携帯電話を活用した新しい情
報提供サービス、及び日本初のオペレータサービスなど、ク
ルマと IT の融合の先駆けとなった。その後、カーウイングス、
ニッサンコネクトへと進化させ、車やバッテリーの劣化状態
や位置情報の把握と活用、最適ルート検索、遠隔操作によ
るドアロックなど様々な機能・サービスをグローバルマーケッ
トで実用化してきた。

今後は、クラウドやサーバーとの間の通信速度も飛躍的に
高速化することで、さらに多くのサービスを提供していく。

例えば、車両に乗り込むまでの一連の動作をストレスなく
行えるようにするための、スマホアプリと連動した様々な機能
の遠隔操作や自動セットアップ、ビッグデータを活用したドラ
イバーの嗜好や行動分析から、お客様の意図を先読みし、
運転中にクルマの数多くの機能を直感的に操作できるように
する先進 HMI への活用などに取り組んでいる。

これらの基盤となるのが、アライアンスクラウドやオンボー
ドプラットフォームであり、これらをグローバルに展開し、通
信事業者、サービスプロバイターと連携しながら進めていく。

また、機能拡大に伴い、システムのソフト、ハードのアー
キテクチャも年々複雑化してきており、モジュール設計を活

用したシステムの大幅な合理化や、デジタル解析ツールを活
用した自動での機能評価手法など、開発効率の革新も合わ
せて実施している。

4. 将来のモビリティ社会の実現に向けて

こうした先進技術は、商品として車を所有いただくお客様
のためだけでなく、社会の中で人々の暮らしを豊かにしていく
ことにも広く貢献することができる。

一例として、走る蓄電池でもある EV は災害時の電力とし
ても活躍しており、日産のブルースイッチ活動のもと、多くの
自治体と協定を結び、広く社会に貢献している。また、再利
用バッテリーを活用したエネルギーストレージを電力グリッド
につないで電力需給調整をおこなうVehicle to Grid システ
ムの研究にも取り組んでいる。

また、地方などでの移動弱者に対しては、これまで培って
きた先進安全技術や自動運転技術、電動化技術、コネクテッ
ド技術をフルに活用し、自治体とも連携して誰もが安心して
移動できる環境構築を目指すと共に、それによって生まれる
新しいビジネスモデルの検証も進めていく。

再生可能エネルギー

災害時の緊急電源として
の電源を活用 エネルギー貯蔵

バッテリーの再利用

停電時給水所

クルマの でエネルギー需要
を見ながら供給をアジャスト

パワームーバー
可搬型給電器
最大出力

技術のエネルギー社会への貢献

EV技術のエネルギー社会への貢献

5.おわりに

日産では、今まで述べてきたテーマ以外にも様々な先進
技術の研究開発に取り組んでいる。異種材料を活用した車
両のさらなる軽量化技術、生体認識によりお客様の体調を
把握し車内環境を最適に調節する技術、アラウンドビューモ
ニターを進化させて乗員の視界をさらに広げる技術、自動駐
車技術の進化、金属 3D プリンタの活用や型レス成型技術
による少量多品種部品製造技術等、様々な技術領域で新た
なアイデアの具現化にも注力している。こうした日産独自の
先進技術の魅力を拡大し、世界中のお客様に使っていただ
くこと、それによりお客様の日々の生活を豊かなものとするこ
とが日産の掲げるビジョンであり、それが将来のモビリティ
社会の扉を開いていくと確信している。今後も、「技術の日産」
であり続けるため、開発部門全体で挑戦をし続けていく。
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