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2030年度 
CO2排出規制に 
適合するフリート
への道筋

商用車の駆動装置は、効率と排出ガスの観点から見れ
ばすでにベンチマークになっています。きわめて厳し
いCO2排出規制が世界の主流になり、フリートあた
りの排出量をさらに相当程度削減しなければなりま
せん。つまり、私たちはまさに次の時代の入口に立っ
ているのです。電気駆動、高効率内燃機関、代替燃料、
または燃料電池であるかに拘らず、量産準備が整って
いる新たなソリューション開発や、同時に市場にとり
高い魅力（総所有コスト）を引き出すことは、私たち
誰にとっても重い課題です。商用車アプリケーション
において長期に「ビジョンゼロCO2」に貢献する上で、
IAVは優位な位置に付けていると考えます。

未来の商用車は、全面的にネットワーク接続されます。
インテリジェント経路検索や、予測および状態監視メ
ンテナンス、高度自動および全自動運転機能ならびに 
Car2X通信により、輸送タスクの効率が全体的に向
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上し、利用率が高まり、ドライバーにとっての環境が
格段に魅力的になります。

35年以上培ってきた商用車に関わる卓越したエンジ
ニアリングやグローバルなセットアップ、および強
固な国際ネットワークを持つIAVは、新しい技術を安
全かつ確実に市場投入する上で理想的なパートナー
です。この時もすべてのプロセスや安全面も疎かに
しません。

事業アイディアを構想するところから、初期実証を
経て量産の開始までお客様をサポートします。当社
は開発プロセスに、革新的な対策を活用し、例えば、
人工知能を活用してお客様の効率的かつ確実な製品
開発に役立てています。
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当社のミッション
トラック輸送業界の見直しが必要！
グローバル CO2&排出規制、総保有コストの
圧力 – これらすべてが新しいパワートレイン
ばかりではなく、コネクテッド自動運転車を 
送り出そうとしています。 

IAVは、お客様が進む道に一層の成功
をもたらすサステナブルパートナーです。
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「トラックは
最先端技術」

I AVにとって商用車開発業務は、長年にわたり主要な
事業の一つとなっております。インタビューの中で、
Jörn Seebode博士（シニアバイスプレジデント、商

用車部）とTom George（ディレクター、事業企画商用車）
は、なぜこの分野のプロジェクトが特にエキサイティン
グだと思うのか、また、どのようなUSP（Unique Sales 
Point：独自のセールスポイント）でIAVを差別化してい
るかについて説明しました。

商用車部門が現在直面している課題は何ですか？

Seebode博士：欧州連合の野心的なCO2目標が、間違い
なく最大の課題です。2025年までに二酸化炭素の排出
を2019年より15%減、2030年までにそこからさらに
15%減を達成しなければなりません。ほぼ世界中でそれ
に相当する状況を予想しています。そのため、不適合とな
り罰金を課される危険を回避しようと、現在メーカーが必
死に努力しています。重要な要素は、駆動装置の組合せで
すが、これだけでは不十分です。要求通りに二酸化炭素排
出を削減するには、特定フリートの組合せを考慮しながら、
全体として可能なソリューションのシナリオを検討する
必要があります。

George VP：そのため、商用車にとり全体的なアプロー
チが特に重要になります。メーカーは自社商品ポートフォ
リオを評価し、フリートの排出ガス削減に向けて、どの技
術がどの車両（製品）にどの程度貢献できるかを評価しま
す。アプリケーションのシナリオと負荷プロファイル（車
種毎の運転パターン）がここでは特に重要です。販売され
た車両だけがバランスシートにおける評価の対象です。従っ
て、CO2削減の負担に加えて、お客様の利益こそが、技術
を選択する上できわめて重要です。これが、ドライブトレ
イン、周辺機器、空体力学、車軸、例えば予測型ナビゲーショ
ンシステムから構成される目標達成可能なパッケージを
得るための唯一の方法です。つまり、フリート、法規、エン
ドユーザーの利用状況を考慮に入れ、製品を全体的に最
適化する必要があると言うことです。

IAVはなぜこの市場に興味を抱くのでしょうか?

George VP：差し迫った技術的激変は、IAVのようなエ
ンジニアリングパートナーに多くの機会を与えてくれ
るからです。多くのさまざまな分野で非常に興味深い課
題を扱っています。例えば駆動系の分野では、使用事例や
既存のプラットフォームによる多様性を予想しています。
高効率ディーゼルエンジンの他にも、CNG駆動装置、水
素エンジン、燃料電池、およびバッテリーのような電気的
ソリューションが、未来の商用車において、役割を担うこ
とになります。さらに、空気力学を最適化は、CO2排出削
減に向けた非常に大きな貢献になります。

Seebode：高度に自動化された運転操作やデジタル化、
またはフリート管理に欠かせないインターネットなどへ
の接続性など、高度技術への需要に伴い別の展開が予想
されます。商用車は使用目的に合わせ、多数の派生車種が
存在するため、特にこの点が課題となり、実際のモデルに
即した開発が何より重要なのです。エンジニアにとりこ
れほど面白い未来のプロジェクトはありません。

プロジェクトを抱えているお客様がIAVを選ぶ
べきだと思うのはなぜですか？

Seebode：当社はこの分野で長年実績を積んできたこと、
それに多くのプロジェクトでお客様に重要な貢献ができ
ることを実証してきたからです！当社のエキスパートは、
商用車および産業用機械の分野に秀でた専門知識を持っ

ていることを幾度となく証明してきました。また、私たち
は真に独自の強みや魅力（USP）を持っています：協力会
社などとの連携は私達が一括して取り行い、お客様にワ
ンストップサービスを提供することが可能です。商用車
の開発は、いまやIAVの大黒柱であり、当社にとり重要な
ビジネスになっています。

商用車部門において、IAVは3つの柱戦略を追求
しています。それはどういうことでしょうか？

George：第1の柱は、前に述べたように車両全体を網羅
する当社の専門知識です。第2の柱は、当社が営業する場
所する国際市場と定めていることです：当社のお客様は
グローバル企業だからです。お客様は、さまざまなニーズ
や現地条件、例えば燃料の品質、ユーザー行動、交通の状
況またはTCOの観点によるソリューションを求めてお
られます。バイヤーは何が必要なのか、商用車が自社要件
を満たすのかどうかを正確に知っているからです。その
ため、市場によっては技術のさまざまなパッケージを組
み立てる必要があります。IAVは世界中に代理店を持ち、
現地商用車のエキスパートのお陰で、それぞれの市場を
非常に良く把握できています。私たちはお客様のいると
ころでならばどこでも駆けつけ、協力して最適なソリュー
ションを見つけます。

Seebode：第3の柱はプロジェクト設計に関わります。当
社は大きな責任を負い、開発パッケージを引き受けるこ
とができます–これは既存のOEMばかりではなく、商用
車市場に参入しようとする多くのスタートアップ企業

にも非常に興味のあるところです。こうした新興企業の
多くはワクワクするようなアイディアを持っていますが、
どのように製品化してよいのか知りません。そこで当社
の出番です。当社は要件の定義から始まり、暫定生産から
連続生産に至るまで一貫したサービスを行います。当社
のプロジェクト専門マネジメントとプロセスの信頼性の
お陰で、当社は、既存のOEMばかりではなく新規参入企
業に対しても、全幅の信頼を持ってこのような完全パッケー
ジを成功に導くことができます。

これについて社内ではどのような位置付けをし
ますか？

Seebode：例えば「TCO&CO2効率」や「E-モビリティ」と
言った商用車固有のトピックに対応するため、当社は横断
的な組織を確立し、センター・オブ・エクセレンスを確立し
ました。ここで働く仲間は、商用車に特化したソリューショ
ンを専門に扱っています。市場や要件を把握しているため、
お客様の要件に最善の技術を組み合わせることができます。
商用車部門のグローバルな重要顧客マネージャーとして、
私にはお客様のセールスインターフェースとしての責任
があります。お客様にお困りごとに対応する総合窓口の
役割をします。

連絡先：
joern.seebode@iav.de
tom.george@iav.de
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「このような 
混乱の時代に 
おいては、 
私たちは何より 
パイオニアで 
なければなり 
ません」

Markus Petzlは、混乱を専門とする戦略コン
サルタントです。インタビューにおいて、破
壊と再生が商用車業界にとり重要であるこ

とや、どうしたらOEMが新たな世界に適応できるかに
ついて説明してくれました。

Petzlさん、どのような破壊力が商用車業界に関
係するのでしょうか？

破壊的開発の出発点になる分野は、技術、法規そしてマ
インドセットの3つです。技術的には、何より新しい駆動
装置について言及したいところですが、自動運転や人工
知能、コネクティビティ、そしてフリート管理のビッグ
データなどトピックにこと欠きません。立法者側は、主
に厳しいCO2制限を通じて破壊を促進していますが、将
来的には都市部の騒音に対する新たな規制をかけてく
ることも予想されます。マインドセットも多くの開発を
もたらします。例えば、所有ではなく共有に基づく新し
いビジネスモデルがあります。キーワードはサービスと
しての輸送です。しかし、ドライバーの仕事をしたいと
思う人たちが減ってきているため、ドライバーにも変化
が生じています。また、全自動運転が誕生したため、否応
なく最後の人間のドライバーとなる人びとが誕生して
しまいました。

これら破壊力は何をするのですか？

破壊とは、円滑な移行と言うよりは突然やってくるもの
を言います。例えば、新しい技術が現れ、これまでより物
事を効率的に、または安全に進められるようになります。
これは、変化につながる大きなポテンシャルを解き放ち
ます。商用車の場合、例えばこれまで解決しなかった欠
点が利点に転じることもあり得ます。これには新しいビ
ジネス機会を見出す革新的なプロバイダーが必要です。
例えば、まさにバリューチェーンの頂点に立って、全く
新しいサービスを創設することができるので、マージン
の最大シェアを獲得することも可能です。現在の商用車
OEMと物流プロバイダーは、単なるサプライヤーになっ
てしまうかもしれません。Uber Freightが良い例です。
同社はトラックの未使用のスペースを利用するので、設
備稼働率を最適化することができます。顧客は、どの物
流業者またはどのトラックを使って物品を輸送してい
るかなどは気にしません。トラックのブランドやデザイ
ンは、重要性をますます失いつつあります。また、サービ
スプロバイダーがマージンの大半を握っています。

この世界で、既存のOEMは自分たちのマージン
をどうやって維持できるでしょうか？

自力でバリューチェーンから一歩踏み出して、単なる車
両以上のものを顧客に提供することになるかもしれま
せん。多くの企業はそのようにしようと努力しています。
努力している企業では、特にその「研究室」は、破壊力に
どのように対応するべきかについて考えています。ただ
し、こうした企業には一つ不利な点があります。例えば、
既存のビジネスを危険にさらし、それゆえに営業から支
持を得られなくなって多くのイニシアチブが失敗します。
OEMはある意味手かせ足かせが付いているようなもの
です。一方、スタートアップ企業にはそのような束縛は
ありませんし、ずっと多くの時間もあります。ベンチャー
キャピタルから資金を調達し、最初から利益を生まなく
ても良いのです。しかし、既存の企業では、チェンジエー
ジェントが支配的で、銀行に首根っこを押さえられてい
ます。新しいアイディアがあっという間に葬り去られて
しまうことはよくあります。新しいアイディアは徹底的
に否定されてしまうので、イノベーションには手を出さ
ないとの意識が働いてしまいがちです。

まるで既存の企業が新興の競合他社に太刀打ち
できないように聞こえます...

しかし、それがそうでもありません！幸いなことに、最
前線、つまり開発の最前線はまるで見知らぬ国にいるよ

うなものです。その国の地図は、本当に、まだ誰も持って
いないのです。そこで、混乱の時代には自分たちが何よ
りもまずパイオニアである必要があります。それこそが、
既存の企業がかつてそうであった姿なのです。そうでな
ければ、まず今のように成功を収めることはなかったこ
とでしょう。既存の企業はこの開拓者精神をよみがえら
せる必要があります。これは、スタートアップ企業やさ
まざまなイノベーション研究所、およびアクセラレーター
企業の買収などで試みられています。残念ですが、これ
らのイニシアチブは比較的重要ではない分野を含むこ
とが多いのです。つまり、すぐに丸ごと手放したり、すぐ
に終了できるものということです。しかし、それではい
けません。大手で成功を収めている企業でもパイオニア
になれるはずです。スタートアップ企業ばかりではあり
ません。

これはどうしたら達成できますか？

既存のビジネスモデルと新しいビジネスモデルを並行し
て推進していく、二極マネジメントで達成できます。新
しい構想をフリンジエリアに任せるのではなく、企業の
中核に戻して経営マターにするべきなのです。役員がサ
ポートして風土改革をして初めて可能になります。これ
は一朝一夕にはいかないでしょうが、先の大きな利益も
見込めます。結局のところ、貨物輸送ニーズは常に存在
するでしょう。問題は、大きな利益を手中に収めるのは
誰なのかということです。IAV自身がその完璧な例です。
当社は数十年にわたりイノベーションの実用化に成功
してきました。そのプロセスで幾度となく自社の改革を
行いました。このことが、IAVを破壊の時代に相応しいパー
トナーにしたのです。

連絡先：disruptive.wtf

「破壊とは、円滑な移行と言
うよりは突然やってくるも
のを言います。例えば、新し
い技術が現れ、これまでよ
り物事を効率的に、または
安全に進められるようにな
ります。」

Markus Petzl, CEO 
ディスラプティブ

98 コマーシャルビークル   ¦   市場市場   ¦   コマーシャルビークル



2030年度
CO2排出規制
に適合する 
フリートへの
道筋  

車両クラス
 

4 x 2

単車
(またはトラクター)
単車
(またはトラクター)
単車
(またはトラクター)

7.5 ‒ 10 1

> 10 ‒ 12 2

> 12 ‒ 16 3

単車 > 16 4

トラクター > 16 5

6 x 2
単車 全重量車両対象 9

トラクター 全重量車両対象 10

6 x 4
単車 全重量車両対象 11

トラクター 全重量車両対象 12

8 x 4 単車 全重量車両対象 16

5

10

9

4

車軸
形式

シャシー
構成

車両総重量
(トン)

的削減が想定されています。運輸部門の燃費目標に
ついては2030年までに達成とされています。燃費と
いうものは、これまでは主に最終顧客の心配事（総保
有コスト、TCO）でしたが、それが変わりつつあります。
燃費を改善できない自動車メーカーは罰金を払うこ
とになるからです。さらにその視点は、内燃機関から
も、個別の車両からも離れて、フリートにおける車両
全体という考えへと広がりつつあります。

商用車フリートは、一般に多様性が高いことを特徴
とします。さまざまな構成、重量クラス、上部構造が
あります（図1）。このため、全体的な視点が要求され
ます。CO2排出が最適化されたフリートとは何かと
いう問い対して、絶対的な一つの正解が存在しない
のは、このためです。車両メーカーの特定のフレーム
ワーク条件の他に、使用プロファイル、性能要件、イ
ンフラの特殊性を考慮する必要があります。

フリート計算機とTCO計算機でシナリオを
比較

IAVがCO2排出技術のロードマップを策定した理由
がここにあります。このロードマップにより、フリー
ト計算機とTCO計算機を利用して、車両技術および
パワートレイン技術が今後たどるべき道筋を定義す
ることができます。フリート計算機により、合成フリー
ト構成を生成できます。生成と同時に、CO2排出シミュ
レーションVECTO（車両燃費計算ツール）に基づいて、
車両技術およびパワートレイン技術による推定削減
量が算出されます。TCO計算機により、燃料・エネル
ギーコストのシナリオを含め、全体的にコストの検

パワートレインの改良だけで二酸化炭素排出
をさらに削減することは不可能です。必要な
のは、内燃機関でのCO2排出最適化技術の採

用、車両全体での対策、そして車両フリート排ガスゼ
ロ戦略の調整を組み合わせた、複合的アプローチです。
そこでIAVは、個々の技術で達成しうる二酸化炭素削
減量を推定するためのロードマップを策定しました。

欧州連合が定めた法的要件では、CO2 排出量の段階

討が可能になります。

以下の検討内容について、考えられる技術パッケー
ジの概要を図2に示します。図3は、合成フリート構
成から考えられる CO2 削減量を示しています。図 3
が示すように、多くの無排ガス車（ZEV）は、この目標
を達成することが要求されています。さらに、2025
年から、フリートにおけるZEVは、毎年2パーセント
でなければなりません。そうしないと、特定 CO2 フ
リート排出量が増えていくからです。

ZEVの分野では、都市部またはハブ・ツー・ハブの走
行であれば、バッテリー式電気自動車（BEV）で関連
する市場に短期的に参入することは可能です。日々
の走行距離数百キロメートルまでならば、BEVは地
域の排出ガスや走行時騒音の観点からメリットがあ
ります。また、社会的にも政治的にも賛同が得られて
います。クラス4およびクラス5の車両は市場シェア
が高いことから、特に電化の観点から興味深いもの
となっています。しかし、現代の技術による BEV は、
短距離走行であること、バッテリーが重いために積
み荷の積載重量が減少してしまうこと、そして充電
インフラが不足していることから、長距離大型輸送
には向いていません。そこでIAVは、2030年までに
クラス4のBEV比率は50%、クラス5のBEV比率は
10～20%になると予想しています。

既存の大手自動車メーカーはすべて、代替駆動システ
ム市場に迅速かつ断固として参入したいと考えてい
るに違いありません。一方で、CO2排出規制は2030
年以降さらに厳しくなることが予想されます（「EU VECTO 関連車両構成

グリーンディール」）。2030年以降も技術的優位が利
益を生み出し続けるということになり、目標達成への
技術的ギャップをもつメーカーにとってはさらに苦
戦を強いられることになることでしょう。さらに言え
ば、技術的優位性があれば、市場セグメントを確保でき、
新進の競合他社によって奪われることもありません。

空力特性の最適化でCO2を削減

車両の新技術の多くは、パワートレインとはほぼ関わ
りなく、量産品に適用することができ、かつ比較的低
コストです（図2）。特に長距離輸送においては、空力
特性の改善が、大幅なCO2削減につながります。空力
特性を考慮してトラクターとトレーラーをマッチン
グすれば、2桁パーセントの燃料節約が可能になります。
しかし、現法ではトラクター側しか考慮されていません。
トレーラー側については、2022年に予定されている
CO2削減目標値見直しの時に検討されるかもしれま
せん。

VECTOの方法論では、空力特性パラメーターの定義
は必須です。ラジエーターブラインドなどのアクティ
ブシステムは、測定（定速試験）実施時に、限定的な範
囲までなら使用が許されています。しかしながら、規
定の試験手順により可視化される空力特性ポテンシャ
ルを正確に把握することが、最適化のポイントとなり
ます。IAVが一連の徹底的な試験を実施してきたのは
このためです。空力特性のポテンシャルの他に、タイ
ヤやスピード軌道制御のポテンシャルも加わります。
VECTOから得られるあらゆるポテンシャルを総合
すれば、CO2 排出を 8% から 10% 削減できると IAV
は考えます。
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現在のEuro VIエンジンならば効率向上も見込めます
が、コスト的に割高になります。IAVの観点では、一つ
のシナリオが高効率ディーゼルエンジン（HED：High 
Efficiency Diesel engine）の開発と言うことになりま
す。例として、HEDは、12リッタークラスの直列6気筒エ
ンジンとして設定されます。内燃機関の摩擦損失が減少
すると、ベースエンジンのCO2値を下げることができま
す。それに合わせて低燃費の燃焼プロセスが設計できれ
ば、二酸化炭素の排出量をさらに削減することができま
す。駆動系はまた、排ガスからの排熱回収を特徴とし、相
変化冷却により補完されます。IAVとしては、HEDコン
セプトならばCO2を7%から10%削減できるものと考
えています。

このコンセプトを使えば、ZEVのステータスが実現可能
と言われる水素燃焼コンセプトの開発基礎としても使
えるかも知れません。これには、吸排気系システムの見
直しと合わせ、直接噴射システムの導入が必要です。

合成燃料車両フリートに基づく CO2 削減量見込み 

効率的な対策と技術パッケージ

Mirror cams

Variable air intakes Radar / Lidar

Small grill area due 
to engine phase 
change cooling

High efficiency 
combustion engine
(Diesel, H₂, eFuels)

AerodynamicsPowertrain ADAS

Tractor and trailer 
as an aero union

Integrated steps

Aero wheels

Advanced trailer 
aerodynamics

Wheel covers

Figure 2: Efficiency measures and technology packages

合成車両のクラス編成のための具体的なシナ
リオ

車両フリートは従って、CO2削減目標を達成する基礎で
あり、メーカー固有の解を得ます。以下のシナリオ（図4
と図5）について、典型的な欧州OEMの合成フリート構
成を基礎として使用します。CO2削減に最も寄与するこ
とから、BEV車両の割合が高いことが重要です。これら
はクラス4で50%、クラス5で10%という両シナリオで
検討されます。これに基づき、どの車両、どのパワートレ
イン技術をフリートに反映するべきかが決定されます。
費用対効果比率に従い、車両技術の優先順位を決定しな
ければなりません。これらは、CO2排出ガスの8%減を可
能とする両シナリオに含まれます。

IAVとしては、燃料電池は長期的視点においては、モビ
リティの重要なコンポーネントであると認識しています。
しかしながら、確実に稼働させるためには、現在のとこ
ろ高純度水素（H2）が要求されます。水素エンジンは一方で、
純度がそれほど高くなく、それほど高い品質でなくても
稼働するため、TCOを考えると、さらに利点があること
がわかります。水素エンジンは、量産化に必要な開発期
間が比較的短く、インフラ開発における燃料電池の先導
者としての役割を担えるはずです。

長期的に見ると、燃料電池システムはこれまでよりパワ
フルで、安価になり、堅牢になると予想されます。従って、
革新的な駆動装置コンセプトにとり、好ましいソリュー
ションになります。燃料電池は、現在ニッチなアプリケー
ションにはすでに最適だと言えます。しかし、燃料電池
はVECTOには現在関連性がなく、従ってフリートにも

関係がないため、これについては、まず立法者に検討し
てもらう必要があります。シナリオ1では、H2-ZEV技術
の開発は、ゴールの達成に中心的な役割をします。これは、
市場浸透率が低い場合、目標を下回るリスクがあります（特
に2025年までの期間を見た場合）。

シナリオ2では、水素エンジンと高効率ディーゼルエン
ジンの並行開発を通じて、HEDのマージンを追加で使用
することで10%のCO2削減アドバンテージを得ること
ができます。その結果、2025年の目標は支障なく達成で
きると思われます。シナリオは、代替の駆動装置による急

パワートレイン
可変エアインテーク レーダー/LIDAR 一体型ステップ 高度なトレーラー

空力特性

車輪カバー
エアロホイール

空力的に一体化した
トラクターとトレーラー

ミラーカメラエンジン相変化
冷却による
小面積グリル

高効率内燃機関
(ディーゼル、
水素、e-fuel)

空力特性ADAS
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シナリオ1：ZEV

• H2内燃機関と燃料電池システムの
開発

• 現在のディーゼルエンジン世代の
維持（CO2の削減メリット無し）

• 主にZEVを通じて2030年ゴール
を達成

シナリオ2：HED  
とH2エンジン

• HED（10% の CO2 削減ベネ
フィット）の開発と長期市場需要 

• H2 エンジンと燃料電池システム
のゆるやかな置き換え 

• HEDおよびZEVによる2030年目
標達成

詳しくは、当社の 
YouTube ビデオを 
ご覧ください！

IAVと歩む仮想 
トラック輸送

商用車と移動式産業用機械の迅速で
高品質の全体的システムシミュ
レーション–およびコシミュレー

ションと市販品ツールを組み合わせたシ
ミュレーション：これは、当社モデルベース
の開発ツールチェーンでご提供できるもの
です。Matlab/Simulink、およびIAVライ
ブラリおよびGT-Suiteを使って、お客様固
有のモデルを短期間かつ高精度で作成する
ことができます。IAVZEYAは、開発プロセ
ス全体を通じて使用され、完成車シミュレー
ション分野における15年以上の経験に基
づいています。

商用車部門の開発プロジェクトの開始時期
には数多くのよくある質問が寄せられます。
顧客要件と法的仕様を満足するパワートレ
インはどのようなものでしょうか？どうし
たら経営戦略を最適化できますか？例えば、
電子部品についてどのような仕様を設定し
たら良いですか？アプリケーションシナリ
オが多く、未来の駆動装置オプションが数
多くあるため、開発プロセスの初期段階で
こうした質問に対する信頼に足る回答を見
つけることは至難の業です。IAV ZEYAは
この情報を提供し、IAVはその情報をコン
セプトから量産開始まで利用します。「ツー
ルは、商用車の全体的なエネルギーシミュ
レーションに特化しています」とIAVのシ
ミュレーションエンジニアであり、車両全
体シミュレーションのエキスパートである
Dennis Jünemann博士は説明をします。

「トレーラーまたは12速切替えロジックの
ような商用車固有のサブシステムを有す
る自社ライブラリを使用しています。」個々
の商用車サブシステムのサブモデルから、
IAVは、例えばトラックや農耕用トラクター
など、最先端技術を使う商用車全体の基本
モデルを作りました。大幅な変更をしなく

ても、お客様のプロジェクトの特定要件に
適合させることができます。つまり、IAVが
行う準備作業の結果、大幅に時間が節約さ
れます。

ドメイン固有のシミュレーション
ツールとのシンプルな組合せ

ツールは、過去数ヶ月にわたり集中的に改
良を重ねました。一方で、最適化したバス構
造により、サブモデルをさらに接続しやす
くしました。また、シミュレーションのエキ
スパートが信号管理を改善して、エラーの
少ないモデリングを実現しました。「これは、
商用車分野における複合モデルには不可欠
であり、多岐にわたるチーム間で協力する
上で重要な前提条件です」とJünemannは
説明します。「特に新しいパワートレインで
すと、エラーのない信号伝達との前提に立ち、
さまざまなツールを組み合わせる必要があ
ります」と語ります。通常は、IAV ZEYAは
燃料電池、水素燃焼（GT-Powerとのコシ
ミュレーション）または電池式電気駆動装
置のモデルに接続されます。

「パワートレインが複雑であることを鑑み
れば、現代では、迅速で高品質のシミュレー
ションは必要不可欠です」とJünemann 
はまとめました。「当社がIAV ZEYAを開
発したのは、市場にこの用途の市販ツール
がなかったからです。統合インターフェー
スにより、ドメイン横断的に協力体制を組
むことができ、シミュレーターを使い、新た
に直面する疑問すべてに対してしっかりと
回答できるようになりました。シミュレー
ション部門およびテスト部門の関係者と協
力することにより、シナジーを活用し、当社
モデルの最適な妥当性確認もできるように
なりました」と語りました。

連絡先：
dennis.juenemann@iav.de
christoph.danzer@iav.de

速で高い市場浸透率にそれほど依存していません。同時に、
HEDは長期に使用できるとともに、CO2排出規制があま
り厳しくない市場用の基本エンジンとして利用できます。
HEDのシステムの複雑性にともなうコストは、リスクで
あると言えます。

内燃機関の開発を続けることは、絶対的なアドバンテー
ジがあります。長期的には油井から車輪まで、またはラ
イフサイクルなどの検討条件を基に、CO2排出削減目標
を導入することが予想されます。これがe-fuelの利用を
可能にし、これによりパワフルで効率的なHEDエンジン
によるCO2ニュートラルとなるサイクルを形成するこ
とができます。

適応フリート戦略が必要

EUにおける商用車のCO2削減目標を達成するには、フ
リートの視点に立った戦略が必要です。これは、メーカー
の技術ポートフォリオに依存します。これまで以上に、増
加する技術のバリエーションの費用を制限するために、
包括的かつ系統的取組みが必要になります。2030年に目
標を達成できるかどうかは、車両対策（空気特性）の併用
やパワートレイン技術（HEDの開発）、およびZEVの目標

開発に大きく依存します。ただし、利用可能な潜在的方策
すべてを実際に使うとなると、立法者に検討してもらわ
なければなりません。合成燃料としての水素やe-fuelは、
きわめて重要です。さらに、導入するソリューションがお
客様に受け入れられることが肝要です。実際に販売され
る車両のみが貸借対照表に貢献するからです。はっきり
言えることは、「ディーゼルだけ」の戦略は決して成功し
ません！

連絡先：
hubertus.ulmer@iav.de
tobias.toepfer@iav.de
tom.george@iav.de

フリートシナリオ1

フリートシナリオ2
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未来のトラック

欧州のトラックドライバー達にとって、新しいフロント
ノーズがおそらく最も印象的なイノベーションです。法
規制の変更により、ノーズ長さを80～90センチメート
ル延長することが可能になります。つまり、欧州で走る
未来のトラックは、米国の同等車種を彷彿とさせるもの
になります。しかし、差異はまだ残っています。「これま
でと同様に、欧州モデルの最前車軸は、未だドライバー
より後方に位置します」とIAVの商用車プロジェクト
エンジニア、Olaf Jacobは言います。「さらに、EU向け
トラックのホイールベースは米国向けよりも短くなっ
ています。さらにまた、後者は米国で慣例となっている
6x4構成のリアアクスル2本の仕様のみが発売されてい
ます」と述べています。

I A V の エ キ ス パ ー ト で あ り デ ザ イ ナ ー の N i l s 
Poschwattaは、トラック開発の大きな動きに背中を押
されました。それがつまり、CO2排出削減要求と、車両寸
法の新たな仕様です。「多くのメーカーは、現在燃料消費
量を削減するソリューションに目を光らせています」と
Jacobは言います。「これこそ、未来のトラックに数々の
イノベーションが標準装備になる点なのです」と述べて
います。

空気特性改善対策

例えば、EUバージョンのノーズとステムは、今までの一
般的なフロントデザインと比べて空気特性がかなり改

善されています。両方のバージョンでは、フロントガラ
スが傾斜し、曲線を描いて車体の周りのエアフローを最
適化しています。しかし、ここで望ましくない副作用を
回避することが重要でした。新しい設計では、ドライバー
が外を見た時にフロントガラスによるレンズ効果が出
ないこと、車室温度が過度に上昇しないこと、それに伴
う空調システムへの負荷増加がないことなどです。必要
に応じてラジエーターの可動フラップが開き、空気特性
の向上にも貢献します。最後に、クラシックなエクステ
リアミラーを外したことで、走行抵抗が低くなりました。
ミラーの機能は、エアフローを阻害しないように取り付
けられたトラックの両側から突き出ているカメラがそ
の役割を果たします。さらに、カメラをベースにするシ
ステムで視野が広がるため、安全性が向上します。

フロントガラスはさらに下げることができ、下部のパラ
ペットラインが低くなっているので、視認性が向上しま
す。また、未来のトラックは、歩行者を検出するセンサー
が取り付けられ、交通安全の向上につながります。距離
測定レーダーや緊急ブレーキシステムなどのその他の
支援装置が統合されます。最適なナイトビジョンは、事
故防止のもう一つの要素です。これは、未来のトラック
のLEDマトリックスヘッドライトで確保されます。トラ
クターのライトバンドさえも、審美的機能以上の役割を
担っています。ドライバーキャブ全体を囲み、昼間のラ
ンニングライト、ターンシグナル、ポジションインジケー
ターとしても機能します。

さらに厳しいCO2排出制限や車両登録の法的要件
の変更：これらは現在のトラック開発の主なけん引
役です。IAVは、自社のトラック設計による未来に目
を向け、米国と欧州市場向けの二車種を開発しました。
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Nils Poschwatta

ムテージウス大学応用科学部で産業デ
ザインを学んだ後、Nils Poschwattaは
ヴォルフスブルクにあるフォルクスワー
ゲン・デザインに入社し、8年間勤務しま
した。当時、「IROC」や「Scirocco」および

「the Beetle」をはじめとする、いくつも
のコンセプトカーや生産車のインテリ
アを作りました。2009年以来、Modus 
GmbHのマネージングディレクターを
務め、Poschwatta Automotive部門を
担当しました。

異なるパワートレインにも対応

未来のトラックは、異なる種類のパワートレインに対応
します。これにより、将来も有効に使い続けられます。「こ
の先何年も長距離輸送で優位に立つ可能性があるのは高
効率ディーゼルエンジンかも知れません」とJacobは言い、

「しかし、もちろんレイアウトは燃料電池、水素エンジン
または電池式電気自動車などの代替モデルへの備えもで
きています」と述べています。さらに効率を高めるために、
トラックは、熱回収システムや相変化冷却装置をいつで
も取り付けることができるため、車両前面の空気取入口
の数を少なくすることができます。

IAVにとり未来のトラックは、お客様と話をするときの

「型破りな 
ソリューションを
恐れないこと！」

I A V の エ キ ス パ ー ト と 共 に、N i l s 
PoshwattaはIAVの未来のトラック
を設計しました。インタビューにこた

えて、設計の観点から何が特に重要であっ
たのか、どのようなトラックが将来違いを
生むのかを説明してくれました。

いつもは自動車やオートバイを設計
していますね。トラックのデザイン
を開発するということはあなたにと
り、どのようなものですか？

商用車は私にとって目新しいことではあ
りませんが、現在にいたるまで小型トラッ
クの開発がほとんどで、大型トラックにつ
いてはインテリアのコンセプトを設計し
たことがあっただけです。IAVトラックが、
私が大型トラックのエクステリアを設計
した最初のプロジェクトでした。これによ
り、私は「単純に」正式に既存のパッケージ
を編集するのではなく、私は未来の欧州ト
ラックの外観をデザインする機会を得まし
た。できる限り多くのイノベーションを新
しいフォームに埋め込み、新しい機能的概
念の統合することになったのです。現在の
法規制に適合すると共に、空気特性の要件
にも適合しなければなりませんでした。ま
た、EU向けと米国向けとの2つの車種を作
ることになりました。プロジェクトに携わっ
ているときは、IAVのスペシャリスト部門
の多くの仲間と協力しました。IAVは大企
業ですが、稟議の時間が短く、何事も迅速に
実施することができました。それは精密な
作業でした！

新しいデザインは既存のトラックと
どう違いますか？

EUの車種は、フロントエンドのノーズが
特徴で、明らかに最も人目を引きます。これ
により衝突挙動が改善され、さらにそのノー
ズにより空力特性が改善され、車両の見た
目もがらりと変わりました。現在にいたる
まで、EUのトラックは「動く棚」である傾向
があります。米国バージョンもさらに空気
特性が高くなっています。このため、両モデ
ルのフロントガラスをさらに傾斜させ、一
層強固なベースを加えてグリーンハウスと
ステムをまるで一体型のように、さらに近
づけています。視覚と機能で特筆すべきこ
とは、ライトバンドをフロントとグリル周
りを囲み、サイドに沿ってライトバンドが
延び、リアに回って再び閉じていることです。
フロント部の日中の走行用ライトとしての
役割をし、トラックの特徴あるフェースに
なっています。フェースの特徴は通常メイ
ンのヘッドライトにより決まります。さらに、
トラックに付随するさまざまな機能も兼ね
備え、自由にプログラム可能なRGB LEDを
通じて周囲との通信に使用することができ
ます。もう一つの革新的なコンセプトは基
本的なものです。スライドドアを採用しま
すが、この形のままではトラックで使えま
せん。この方法で、階段または入口のクリア
ランスが改善したばかりではなく、駐車中
のトラックの狭い隙間でも乗り降りが容易
になります。

そのようなトラックも作って市場投
入できるのですか？

はい。もちろんですとも。すべて、登録を視
野に設計されます。私は意図的にデザイン
で成功することは考えず、承認の基準を守
りたいと思いました。その結果、法的要件に
適合し、しかも新天地を切り開くことがで
きるのです。すべてのトラックメーカーに
対する私の願いはこうです。イノベーショ
ンの力で規則を守ること、そして、型破りな
ソリューションを恐れないこと！

連絡先：
poschwatta.de

ベースになります。「一方で、デザインは非常に革新的で、
さらに一方で毎日の使用に適しており、すでに量産を考
慮して設計されています。既存の設計の縛りを受けずに
作業できると言う大きな強みを持っています」とJacob
はかいつまんで話し、さらに続けて「当社は現在未来の
トラックをOEMやサプライヤーとの話し合いのベース
として使っています。これにより、IAVが完成車開発を
行う能力を持つことを示す一方で、物流プロセスにおけ
るさまざまな使用シナリオも考慮に入れることもでき
ることを示せます」と述べています。

連絡先：
olaf.jacob@iav.de
robert.dolan@iav-usa.com
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「OEMは、技術を
選択するときに 
最適なエンド 
ユーザー価値を 
達成する必要が 
ある」

米国では、将来の規制要件が商用車メーカーに
圧力をかけています。インタビューにおいて、
BobDolan（商用車および政府プログラム担当

ディレクター）は、米国市場をそれほど特別な存在にして
いるものは何か、またIAV Inc.およびドイツにあるIAVが、
お客様が技術決定や製品開発をする際に、どのようにお
客様を支援しているかを報告しています。

米国の商用車（CV）市場は現在どのように見えま
すか？

米国市場は4つの主要エリアに分けることができます。オ
ンハイウェイの大型および中型製品が最も広く認識され
ており、一番厳しい規制要件が課せられています。産業用
機械関連製品は、オンハイウェイ対応の製品から排気量
19ℓ以上の産業用エンジンにおよび、固定式、移動式、け
ん引式および海上用など、驚くほど多彩な用途に利用さ
れています。米国政府は、エネルギー省や国立研究所、お
よび国防総省を含め、CV市場に下位部門を設けています。
スタートアップ企業（イノベーション企業として知られ
ています）は、CO2削減効率の良いソリューションや、ゼ
ロエミッションのソリューションが実証段階にいたるま
で急速に発展するにつれ、次第に関連するCV下位部門を
占めるようになっています。本部門は、投資コミュニティ
から目標を達成するのに必要な社内リソースに乏しい機
動的なチームに対して、すばやく資本注入をすることを
特徴とします。IAV Inc.は、ここ米国の4つのCVマーケッ
トの下位部門で活発に活動しています。

お客様に対して、提案された法規がどのような役
割をするのでしょうか？

大きな役割です。米国市場では現在多くのことが発生
しています。個々の対策が、お客様の開発プロジェクト
に複合的な影響を与える位置付けになっているからで
す。例えば、EPA（環境保護庁）は、粒状物質（PM）排出量
について、現在の0.01g/bhp-hrから2024年に0.005g/
bhp-hrまで削減する構えです。同時に、「エンジン耐用
年数」を10年または435,000マイルから18年または
850,000マイルへ、また、排出ガス関係の保証期間を5年
または350,000マイルとしているものを、14年または
800,000マイルへと著しく延長することも検討してい
ます。温室効果ガス削減のフェーズ2は、CO2削減を実現
するための単なる導入フェーズだということに留意して
ください。これを背景として、現在の自発的なCARB（カ
リフォルニア州大気資源局大気資源委員会）の超低窒素
酸化物排出プログラムは、50州での義務であるとEPAは
考えています。個別には、各イニシアチブはお客様にとっ
て重要な開発活動を推進し、これに結びつけて、お客様が
自社の目標に合致するエキスパートによるエンジニアリ
ングサポートはもちろんのこと、技術の選定やアプリケー
ションに関するガイダンスを提供できるIAVのような企
業に対するニーズを強く認識することになります。

米国のお客様は、環境に優しいソリューションに
対する追加費用を払う心づもりはあるのでしょ
うか？

実に重要で的を得た質問です！一言で言えば、あまりあ
りません。乗用車部門とは違い、CVのお客様は単に直感で、
またはフィーリングで購入を決めたりしません。機材を指
定するときには、総所有コスト（TCO）が物流管理者を動
かす主な要因です。市場の課題を説明するために、米国の
クラス8の長距離トラックの一般的な24ヶ月のリースモ
デルを考えてみましょう。TCOの条件からは、CO2削減装
置の追加費用を24ヶ月または200,000マイル以内で回
収できることが求められています。$2.50/ガロンの超低
硫化物ディーゼル燃料で考えると、多大な努力が必要です。 
結果的に、新しい規制要件だけが技術の採用で大きな変
更を決める要因だと言えます。市場勢力図を考えると、こ
れにより将来の規制要件に適合する技術の選定に際し、
最適なエンドユーザーバリューを達成するための車両メー
カー側のニーズが浮かび上がります。Nikolaのようなイ
ノベーション企業は、新技術–TCOの課題に対して全く
新しいアプローチを追求しています。これは、車両リース
やH2燃料およびメンテナンス費用を、クリーンディーゼ
ルトラックの運営費全国平均$0.95/マイルに等しい、シ
ングルリースの支払いにまとめるというものです。

新技術への移行でお客様をどのようにサポート
しますか？

私たちには、未来の商用車をより環境に優しくする多く
の構成要素があります。例えば、燃料電池開発の当社の実
績を取り上げてみましょう。IAVは燃料電池スタック開
発のための最先端試験設備を稼働しています。そこで、そ
の構成要素をIAVの電子化されたパワートレイン機能を
構成する多くの構成要素と組み合わせます。そうすれば、
お客様のニーズを満たすために、コンポーネント、サブシ

ステム、燃料システム開発のレベルで当社の立場が見え
てきます。他に例をあげると、フリートシミュレーション
があります。ここでは個々の技術と組み合わせた技術を
アプリケーション固有のドライブサイクルで研究し、規
制要件に対する売上で加重したフリートソリューション
を実現するために必要な、技術ミックスを割り出します。
エンジニアリングの直接的サポートとは別に、IAV Inc.の
ミシガン州ノースビルにある施設では、中型および大型
の最先端トランジェントエミッションテストセルを備え、
当社生え抜きのスタッフが、エンジンやアフタートリー
トメントシステムのキャリブレーション活動や、OBD開
発およびコンプライアンス試験について米国のお客様の
製品開発活動をサポートしています。

米国のIAV Inc.とドイツのIAV GmbHの協力体
制はどのようなものですか？

CV活動に関して言えば、非常にレベルの高い協力体制が
できています。CVのお客様の多くは実際にグローバルプ
レイヤーであり、当社は地理的な位置に関係なく、一つの
IAVチームとしてお客様をサポートします。IAVグローバ
ルCVチームは、堅固でよく統制された顧客戦略計画によ
り動きます。私たちは頻繁に、かつ定期的に連絡を取り合い、
同じ作業手段や収集資料、深い技術の交換、マーケティング、
ソーシャルメディアなどを効率よく活用し、同じプロジェ
クト管理ツールの中で行動します。IAVにはすべてのポー
トフォリオを通じて、全世界で8,000人の従業員が働き、
その中に、300名以上のCVのエキスパートが配属されて
います。結果として、グローバルにお客様要件に適合する
と言う観点からオプションを持っているのです。双方向
でサポートしあうため、仕事上の関係は非常に良好です。

連絡先：
robert.dolan@iav-usa.com

「私たちには、未来の商用車
をより環境に優しくする多く
の構成要素があります。」

Robert Dolan、IAVの商用車 
および政府プログラム 
担当ディレクター
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モバイル 
E-テストベンチ

革新的なトラックの 
インフォテインメント エレクトリックモビリティのスピードは上がりつつあり

ます。ほぼ全てのメーカーは、今後数年間に市場で新しい
モデルを発売します。そしてこのトレンドがはっきりし
てきます。つまり、開発者にとり、高圧コンポーネントや
電気駆動装置の能力を示すために、適切なテストベンチ
に対するニーズが高まりつつあるのです。従来のテスト
ベンチはこの目的に適していましたが、これらの設備は
希少で、その使用料は割高です。対立する部分を解決する
ために、IAV Aurosを開発しました。これは電気駆動用の
モバイルテストシステムであり、簡単に持ち運びができ
る上に、高圧テストに必要な機能全てを備えています。当
社のシステムならば、63ampの電圧源のあるすべてのス
ペースを高圧テストベンチとして使えます。

サイズはコンパクトでも、モバイルテストベンチの性能
に遜色はありません。テストベンチは、いわゆる連続操作
でモーター単体または電気モーター2台をコントロールし、
監視することができます。従って、ハイブリッドまたは電
気自動車の摩擦駆動のような、150kWの機械動力を有す
る駆動モーターを難なくテストすることができます。例えば、
耐久テスト用などの高価なテストベンチは必要ありませ
ん。IAV Aurosは、特定のプロジェクトにカスタマイズし
たサービスパッケージとしてご予約頂くか、本格的に実
用的なテストベンチソリューションとしてご購入頂くこ
とができます。

連絡先：
auros@iav.de

フレキシブルで効果的かつ経済的： 
AV Aurosと共に、当社は電気駆動
装置と周辺ユニットのポータブル
テストベンチを提供しています。

未来の商用車のインフォテインメント
システムは、OEMや商用車のオー
ナーとドライバーの要件の調整が必

要になります。多くのコックピットはいまで
もその場しのぎで作られていますが、将来的
には理にかなった統合ソリューションが求
められます。IAVは、アーキテクチャーの問題、
およびテストと統合、ならびにユーザーイン
ターフェースについてアドバイスをしてい
ます。

無線、ナビゲーションシステム、ロジスティッ
クスソフトウェア用コンピューター： 多くの
トラックコックピットにはバライエティに
飛んださまざまなデバイスが装備されており、
そのうちいくつかは、乗用車が元になってい
ます。「しかし、これは理想的な状態ではあり
ません。商用車には商用車のソリューション
が必要だからです。例えば走行中のオーダー
管理などがあげられます」とIAVの上級シス
テムアーキテクトであるTorsten Herrmann
は話します。「その場しのぎで作るのではなく、
その代わりに意味のある方法で、すべてを統
合する方が良いはずです」と述べています。

しかし、OEMや物流企業、およびドライバー
のさまざまな要件を調整しなければなりま
せん。例えばOEMは、運転席のためにシンプ
ルな無線からインフォテインメントシステ
ム分かりやすいデザインで幅広いバリエー
ションが欲しいと考えています。さらに、外
部サプライヤーから仕入れたモジュールの
統合を可能にするため、フレキシブルなアー
キテクチャーが求められます。例えば、冷凍
トラックの低温流通体系に適合する走行を

この分野において、
IAVは、 
初期の研究から 
プロトタイプ、対象
グループのテスト、
HMI仕様から 
HMIの本格的開発
とテストに至るまで、
全体的な
開発チェーンに 
沿ってサポートを 
提供しています。」

記録したり、あるいはコックピットから構造
をコントロールしたりするには、フレキシブ
ルなアーキテクチャーは重要です。

これは、運送会社のようなお客様の要件を
必ずしも満足しません。「自社フリートの中
に複数のブランドを持つことが良くありま
す。そのためメーカーはそれぞれ自社フリー
トのソリューションを提供するのです」と 
Hermannは説明します。「しかし、フリート
のすべての車両に統一したシステムを使う
方が良いと考えるユーザーには、これは役に
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立ちません。従って、第三者のソリューショ
ンをオープンプラットフォームとしてドッ
キングできるOEMからの接続インターフェー
スを持つに越したことはありません」

一方ドライバーにとっては、トラックは走る
生活空間です。運転している時間が生活の時
間であるので、インフォテインメントシステ
ムは同時に二つの役割を担う必要があります。
仕事上の支援でありながら、同時に走行中の
エンターテインメントも担当します。個々の
ケースでは、装置はドライバーが商用車で実
際どれくらい時間を過ごすのかに依存しま
す–長距離運転ではトラックにいる時間が長
く、デリバリーサービスでは車両内にいる時
間は比較的短いと言うことになります。

フレキシブルな「マルチボックス」アー
キテクチャー

従って、未来は、高度な運転手支援システム 
（ADAS） や計器パネルおよびドライバーの

ためのディスプレイなどの作業用論理ドメ
インと、第三者のソフトウェアのモジュール 

（物流、車体メーカーなど） を統合するための
ドメインを、エンターテインメントドメイン
から分離できるモジュラー型 E/E アーキテ
クチャーが検討されています。これは、安全
性や堅牢性のさまざまな要件に適合する最
善の方法です。対応するハードウェアは、特
定の要件に従って組合わせることのできる
いくつかのボックスから構成されるべきで
す。商用車部門において典型的な少量生産を
前提として、この「マルチボックス」デザイン
は、「オールインワン」デザインよりもフレキ
シブルです。「お客様には、このようなアーキ
テクチャーの課題についてアドバイスをし
ますが、商用車向けのインフォテインメント
のテストと統合もお引き受けしています」と
Herrmannは述べています。

ヒューマン・マシン・インターフェース （HMI） 
では、そのトレンドは、最近では乗用車部門に
も広がりを見せる、大きくて自在にプログラ

ムできるディスプレイに向かっています。こ
れにより、フレキシビリティが高まり、直感
的な操作ができるようにする必要があります。
多くの場所にまだ残っている数多のスイッ
チは、コックピットから目に見えて減少して
います。さらに、お客様それぞれのニーズに
対応できるHMIが将来主流になることでしょ
う。「この分野において、IAVは、初期の研究か
らプロトタイプ、対象グループのテスト、HMI 
仕様から HMI の本格的開発とテストに至る
まで、全体的な開発チェーンに沿ってサポー
トを提供しています」とIAVのUX、HMI＆計
器群のトップ、Marcus Heinath博士は言い
ます。「単独のソースから多くのトピックを
網羅できるので、明らかにお客様を多くの作
業から開放して差し上げることができます」
と述べています。

連絡先：
torsten.herrmann@iav.de
marcus.heinath@iav.de
andreas.gross@iav.de

テスト管理アラカルト

商用車は、多種多様な車種があるこ
とが特徴です。少量生産であるこ
とを踏まえると、カスタマイズし

たテスト管理が不可欠です。IAVは、開発
プロセス全体を通じてインパクト解析を
実施し、安全性テスト及び車両妥当性確認
に関わる取組みをできる限り少なく抑え
ます。

けん引車両のアクスル数の差や、あらゆる
種類の可能性のある上部構造または多様
なシャシーで使う同一のパワートレイン
など、商用車部門は、乗用車部門より多様
性が非常に際立っています。「ここでは、メ
カニカルな構成を多く扱っています」と
IAVの機能安全性＆コンセプトのトップ、
Rene Zschoppeは語り、「つまり、同じ
基本設計のシャシーを持つ車両にダンプ
カーまたはクレーンなど全く異なる上部
構造が架装されるのです」と述べています。
しかしながら、同時に開発費用をより少な
い台数で分散しなければなりません。従っ
て、不要な取組みを避け、既存の成果をで
きる限り再利用する手段が必要です。

本当に必要なテストだけを実施

これは、安全テストと妥当性確認調査が議
題に上がっているかぎり、量産開始直前ま
での開発プロセス全体を通じて適用され
ます。「例えば、安全性のコンセプトに対す
る変更の影響を判断するために、影響解析
を行います」とZschoppeは説明します。

「その結果に基づき、派生車の場合に本当
に必要なテストを絞り込むことができ、テ
ストの実施するときには、必要なテストに
集中することができます。例えば上部構造
が変更された場合、パワートレインは変更
なしで採用される可能性がありますが、ブ
レーキ、電子安定制御（ESC）およびアンチ
ロックブレーキシステム（ABS）を細かく
評価する必要があります。」

影響解析において、IAVのエキスパートは
すべての変更に着目し、結果的に現在の基
準に合わせた新しいテストを実施するのか、
その場合、テストをどのように実行したら
効率的なのかを決定します。影響解析から
導き出される検証と妥当性確認の目的に

よっては、明らかにシミュレーション等（仮
想的手法）で良い場合が多くあります。仮
想的手法をあらゆる実際のテストと置き
換えることはできませんが、現状行われて
いる多くの評価が仮想的手法に置き換え
ることが可能です。

「比較的安価で迅速な仮想的手法は、利点
が大きく、特に開発プロジェクト早期に
は適しています」とIAVの自動運転妥当
性検証＆自動化部のトップ、Thorsten 
Scheibeは述べます。さらに、実際の上限
を越えて調査中のパラメータースペース
をインテリジェントに実験するために、簡
単に拡張することができます。「これは、そ
の結果が幅広いアプリケーションを網羅
しているので、すでに調査した分野のその
後の変更に求められるテストの手間を削
減できることになります」とSheibeは続
けました。

「各お客様のために、当社は、特定された検
証と妥当性確認の目的に合わせた効率的
で効果のあるテスト管理システムを開発
します」とZxchoppeは付け加えました。

本来的にIAVは、例えば機能的安全性の分
野など、現在の基準も考慮に入れています。
ISO26262規格の改正に伴い、車両製造
業者はこの分野で大きな責任を負います。
自社で有害性・危険性評価を行い、開発作
業の仕様をサプライヤーに提供すること
が求められます。「最終的に、車両製造業者
は規定の目標を達成したかどうかをチェッ
クする必要があります。その結果、機能的
安全性は開発プロセスにうまく統合され
ることになります」とZshoppeは述べま
す。「当社の個々に適したテスト管理によ
り、車両メーカーや車両製造業者およびサ
プライヤーが、できるだけ少ない労力です
べての仕様に沿うようにサポートをいた
します」とSheibeは付け加えました。

連絡先：
rene.zschoppe@iav.de
thorsten.scheibe@iav.de

「各お客様のために、 
当社は、特定された検証と 
妥当性確認の目的に合わせた 
効率的で効果のあるテスト 
管理システムを開発します。」
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相互接続性が高まるにつれ、車両が犯罪者に付け入るすきをますます与え
てしまいます。当然ながら、メーカーやサプライヤーにとってセキュリティ
に対する優先順位が上がっております。さらに、UN 規制により新たな規
制が課されました。これこそIAVがまさに取組んでいる課題です。

ハッカーを阻止せよ

『Wired』マガジンによれば、二人の研究者が、2015 
年に自宅からJeep Cherokeeをハッキングして遠
隔攻撃を実際にやって見せました。このようなことを

経験したいと望むドライバーはいません。遠隔で二人が
車両の制御を奪い、エンジンのスイッチを切ってブレー
キを無効化し、ステアリングホイールの操作に介入しま
した。どうしてそんなことができたのでしょうか？車両
の制御ユニットのアーキテクチャーでは、Wi-Fi やモバイ
ル通信に対して十分保護されておらず、またセキュリティ
ソフトの更新が不十分であったため、別のセキュリティー
ホールからの攻撃を許すこととなりました。二人のハッカー
は、セキュリティ上の一連の問題を悪用して、ラジオを介
して車両のコントロールを奪うことができました。

現在多くの車両メーカーやサプライヤーは、セキュリティ
問題に取組まなければなりません。Upstream Security 
Global Cybersecurity Report 2020によれば、数多
くの既知のサイバーセキュリティ攻撃は、2010年から
2019年の間に7倍に増えたとあります。相互接続性が増

えるにつれ、車両に対する攻撃目標や可能性が拡大した
のです。ほんの一例ですが、攻撃の対象になるのが車のカ
ギ、Wi-Fi、Bluetooth、または携帯通信による物流システ
ムネットワークなどです。将来も同様に、問題は少なくな
るどころか益々増えると思われます。すでに現在でも、よ
り多くの機能がドメインコンピューター上で結びつけら
れているのです。これらは将来的に最低でもシステムの
一部がクラウドに外部委託されるので、攻撃のターゲッ
トが新たに増えることになります。 

セキュリティと安全性を結びつけること

これはどのように防ぐことができますか？重要な方法は、
セキュリティと安全性を結びつけることです。すなわち、
サイバーセキュリティと車両安全性です。攻撃側は、車両
を攻撃する道筋を一つ見つけるだけで良い一方で、開発
者は、その攻撃の道筋全てを把握して保護する必要があ
ります。つまり、車の安全システムは、上記の例のような
遠隔攻撃により的を絞った方法で侵入されてしまいます。
従って、過去には通常別だと考えられていましたが、安全
性とセキュリティは密接な関係を持つようになりました。

IAV は、次の分野の
特別な専門知識と経
験を持っています…  

• サイバーセキュリティ管理シス
テムの確立

• 脅威とリスクの分析
• プロセス、製品および情報レベル

でのサイバーセキュリティのコ
ンセプトの開発 

• ドメイン分離による車両アーキ
テクチャーの設計

• ハ ッ カ ー の 進 出、CVE お よ び 
CWE（特にFOSSソフトウェア
など）

• 侵入テスト
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すべてのパワー 
トレインとエネル
ギータイプに対応
IAVのテストベンチポートフォリオは欲しいも
のはもれなく揃っています。未来に相応しい内
燃機関、燃料電池駆動装置またはバッテリー電
気ソリューションであれ、例えば、ストールベル
グに位置する弊社E-モビリティエクセレンス
センターにございます弊社の電気アクスルのテ
ストセルやバッテリーテストベンチなどを使い、
弊社のエキスパートがすべてのパワートレイン
の試験業務に対応します。ギーフホルンには、水
素を燃料とするエンジンをテストするための設
備が2か所あり、一方ベルリンには、合成燃料を
使うテストを実施することができます。

「シームレスな 
テストがカギ」
IAVのテストセンター＆パワートレイン

システム開発のシニアバイスプレジデ
ントの Andreas Geistertは、IAV のテ

ストベンチと近未来に求められる商用車の
パワートレインの多様性について語ってい
ます。

IAVのテストベンチを際立たせているもの
は何ですか？
はじめに、ベルリン、ギーフホルン、ストー
ルバーグおよびミシガン州ノースビルの 4 
か所に、さまざまなコンポーネントのための、
多くの性能クラスを対象とするテストベン
チを備えています。これにより、当社の顧客
要件すべてを網羅することができます。クー
ラントまたはオイルコンディショニングに
関して、実際の運転条件に基づく運転プロ

ファイルを走らせるシミュレーションのア
プローチと最新のテストベンチも組み合わ
せています。

どのようなサービスを提供していま
すか？

始まりから終わりまでお客様の立場に立っ
た対応を取ります。要請があれば、当社は認
証に至るまでお客様にお付き合いさせて頂
くこともあります。これにより当社は、お
客様に対してギャップを生じることなく継
続的なサービスを提供することができます。
関連する専門部署の同僚たちとも緊密に協
力して最適なソリューションを見つけます。
この中でエンジニアリングと経験の緊密な
相互作用が生じるのです。世界中で適用： 米
国の自社テストベンチを使い、他国のパー

車両のサイバーセキュリティをさらに改善するため、国
連も介入しました。UN/ECE経済委員会は、現在はメーカー
やサプライヤーの作業に適用することを必須とするサイ
バーセキュリティとソフトウェア更新に関する包括的な
規制を採択しました。これらは、2022年以降の型式認証
に適用され、すべての新規制は 2024年に発効です。

責任分担

新しい規制のポイントは、メーカー、下請け業者、サプラ
イヤーおよび関係があると見なされる第三者は、将来車
両システムのセキュリティを改善する共同責任を負うと
言うものです。このようにすると、すべてがセキュリティ
に関する原則の観点から公式要件に適合することをすべ
ての関係者が証明しなければなりません。将来において、
車両アーキテクチャーは、一つのコンポーネントを攻略
できたとしても、次のアクセスには進ませない方法で設
計する必要があります。さらに、企業にとって将来のタス
クになるのが、車両の全ライフサイクルを通じてサイバー
セキュリティをオンラインでモニターすることと、それ
に伴い発生する事象に対応することです。

サイバーセキュリティのため 
車両に以下を備えることが必要になりま
す：
• ドメイン分離による 

アーキテクチャー
• 以下に影響を与えるシステムなど重要

な車両システムのセキュリティ保護：

 - 外部インターフェース

 - 安全性 （縦加速度と横加速度を含む）

 - 有効性 （盗難保護を含む）

 - 型式認証

 - 排ガス

 - 個人データ
• 改ざん検出 （侵入検出）
• 侵入テストに合格

サイバーセキュリティのため 
企業は以下の実施が必要になります：
• サイバーセキュリティ管理システム 
（CSMS） の確立

• プロセスおよび 
責任者 （役割） の導入

• サプライヤーとサービスプロバイダー
のためのセキュリティ管理

• リスクの特定、評価および 
対応

• 攻撃や脅威および脆弱性の監視 （例、
ハッキング成功例、量子コンピュー
ター）

• 過去に実施された対策の効果に対する
継続的評価

• 常に （検出され、脅威となる） 攻撃への
即応

• EOP 後のセキュリティパッチの迅速
な配置

UN-ECE WP.29： 
サイバーセキュリティ（CS）の新規則 

車両開発の大きな負担

IAV も含めてすべての関係者にとり大きな負担です。例
えば、セキュリティに関係するすべてのECUをチェック
しなければならず、通信専用のセキュリティモジュール
などの機能 （例、Autosar SecOC–セキュア・オンボー
ド・コミュニケーション） を追加搭載する必要があります。
新しい基準はお客様における開発プロセスを根本的に変
えてしまうものです。つまり、将来的にはどのシステムにも、
どの機能にもリスク分析が中心になります。 

IAVは、この複雑性をマスターし、新たな基準を導入する
ために、すでに全力で取組んでいます。例えば、当社は現
在プロセスと役割の再定義を行っています。この作業に
はお客様にご協力頂いています。セキュリティトレーニ
ングを通じて方法論的な知識を広げ、リスク分析はすで
に日々の開発作業の一部になっています。この指令を導
入するにはまだまだ作業がありますが、ゴールは明白です。
当社はハッカーに攻撃のすきを与えないことです。

連絡先： 
jean.wagner-douglas@iav.de 
friedhelm.laubenstein@iav.de 
hauke.petersen@iav.de

トナーと連携して、いつでもお客様に寄り
添います。

新たなパワートレインについて貴社
はどのような位置付けにありますか？

ディーゼル、LPG、CNG、合成燃料または水
素を動力源とするすべての駆動装置をテス
トすることができます。そしてもちろん、バッ
テリー電気駆動装置のテストベンチも用意
していますので、お望みとあれば実際のバッ
テリーで実験することができます。よって、
私たちは未来の多様な商用車向けパワート
レイン開発に関して理想的な位置につけて
おります。

連絡先： 
andreas.geistert@iav.de
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ゼロから 
納品までを 
デジタル化

ことができるので、路上故障を防ぐことができます。これ
によりお客様は、計画的な車両の入庫や車両稼働率向上な
どが可能になります」と続けました。未来の車はそれぞれ
の用途に合わせて最適に仕立てられることが分かりました。
最後に、重要な質問に対する回答を得ることができそうで
す。どの駆動装置がお客様にとり最適ですか？どの程度の
バッテリーサイズが最善なのでしょうか？実際に車両は
どれほど利用されるでしょうか？これらの質問に答えら
れる企業が、お客様のTCOを最適化できるはずです。

「長距離トラックドライバー」という職業をもっ
と魅力的に

しかし、ドライバーは商用車のデジタル化の影響も受けま
す。彼らの職場は変化し、今後は徐々に走るオフィスに変
貌しつつあります。「将来的に、例えば最適なルート計画な
どのメッセージがフロントガラスに映し出されます」と 
Schultalbers は言います。「これは、ドライバーや車両お
よびロジスティックス計画策定を結びつけて全般に強化
したネットワークの一部です。できるかぎりトラックを空
のまま走らせないように、注文やフリートがリアルタイム
で同期させます。ここでは人工知能の助けも借ります」と
述べています。このことは、輸送に関わる収益性が向上す
るばかりではなく、「長距離トラックドライバー」という職
業の魅力を増すことにもなります。長距離トラックドライ
バーは、ドライバーから物流マネージャーへと変身をとげ
ます。そしてこの技術は、物流チェーン内で最善と思われ
る方法をドライバーや運送に対し明確に提供することが
できるツールになるのです。このことは、有能な新人不足
といった運輸業界が置かれた状況を考慮すると重要なシ
グナルになります。

自動運転は、物流業界全体に大きな影響を及ぼすことでしょ
う。レベル4およびレベル5の高度に自動化された走行機

能は、そこに明らかに金銭的な利点があるため、まず規格
生産されるのは商用車だと言えます。“HEAT”（ハンブルグ
電気自動輸送） プロジェクトにおいて、IAV は、どうした
ら自動シャトルが大都市の交通に導入できるかを示して
きました。この経験は、他の商用車やアプリケーションシ
ナリオにも移し替えることができます。

「デジタル化のテーマについては現在多くの質問を受けて
おり、当社は開発チェーン全体のソリューションから運用
可能なフリートの管理のためのサポートまで提供するこ
とができます」とSchultalbersは言い、「この傾向は明白で
す。デジタル化された手法やプロセスは、商用車に向かっ
ています。IAV は、さまざまなドメインで使用できる幅広
い多様な技術を持っています。また、お客様の反応が、この
取り組みが非常に成功していることを証明しています」と
述べています。

連絡先：
matthias.schultalbers@iav.de

デジタル化の大きな流れは、新車の開発からドライ
バーの職場や自動運転まで、商用車産業の主要トピッ
クでもあります。IAV は、最先端のデジタルツールを
使用し、ここに適したソリューションを導きだすこ
とのできるモジュラー技術キットをお客様に提供し
ています。

こなせるように日々取り組んでいます」と述べています。

商用車における代替駆動装置のためのバーチャ
ルツール

これは、元々ディーゼルエンジン用に設計された既存の車
両プラットフォームに電気駆動型パワートレインを設置
することにも応用されます。商用車プラットフォームの寿
命は一般に20年から25年です。従って、「ゼロエミッショ
ン」の駆動装置に切り替えることは、プラットフォームの
計画耐用年数の半ばであっても魅力があります。「ここで
も、例えば、新しいパワートレインを統合したり、車両全体
への影響を実験したり、またはバーチャルな耐久走行で車
種それぞれの妥当性検証したりするために、デジタルツー
ルを使います」とShultalbersは報告しています。

その一方で、現場からさらに多くのフリートデータが妥当
性確認やセーフガードをサポートする開発プロセスへと
流されてきます。それに加え、今後予想される必要なメン
テナンス時期に関する情報を商用車のお客様に提供する
ことも可能になります。「何よりも、故障の重大性や優先順位、
および根本原因の判定が可能になりますし、必要であれば
車両の安定供給における制限を予想できるようになります」
とShultalbersは述べ、「ダッシュボードを使って、すべて
の車両の状態に関する情報を道路運送業者様に提供する

差異の大きい車種の少量生産や信頼性および持続性に対
する著しく高い需要： 特にアプリケーションと保護など
の問題について言えば、商用車は開発者にとり難関です。「試
作車を使い、道路環境試験においてすべての車種をテスト
することはできません」と説明してくれるのは IAV のパ
ワートレインメカトロニクスおよびCDO担当エグゼク
ティブバイスプレジデントのMatthias Schultalbersです。

「バーチャルな開発手段と共にデジタルツインは、何年も
の間中心的な役割を担ってきました」と言います。IAV の
お客様は、これらをテスト車両として試作できないとしても、
中期的に比較的安価な開発コストや、すべての車種を通じ
て継続的に高品質の恩恵を受けています。「これが当社が
現在抱えている大きな課題です」とSchultalbersは言いま
す。

IAV のエンジニアは、例えばECU（電子コントロールユニッ
ト） または全体的なECUネットワークの検証や妥当性確
認などデジタルツインを使用しています。しかし、機能開
発やキャリブレーションにおける活動が増えるにつれ、バー
チャルスペースへの移行も始まっています。「商用車パワー
トレインの電動化と共に、このアプローチの重要性が増し
ています」と IAV のビジネス開発商用車 E-モビリティの
ディレクター、Florian Brandauは言います。「結局のところ、
私たちはデジタルツールを用いて、高度なテクノロジカル
ノベルティを取扱っており、その中でそれらをさらに使い

「この傾向は明白です。デジ
タル化された手法やプロセ
スは、商用車に向かってい
ます。「IAVは、さまざまな
ドメインで使用できる幅広
い多様な技術を持っていま
す。」
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ハイドロジェンモビリティの 
新たなモメンタム

e-ドライブは、CO2排出削減のカギとなる道具で
す。しかし、バッテリーは低エネルギー密度のた
め、まだまだ多くの商用アプリケーションでは最

良の選択肢とは言えません。従って、さまざまな商用車
駆動系ミックスが未来の姿と言うことになります。水素
は、エネルギー担体として主要な役割をすることになり
ます。ただし、分野横断的な見方をして、迅速に開発の決
定をすることが重要です。 

ディーゼルに加えて、電池式電気駆動装置や水素も未来
の商用車で主要な役割をします。後者は内燃エンジンの
燃料として、あるいは燃料電池のエネルギー供給源にな
ります。「未来は、白黒がはっきりするのではなく、グレー
ゾーンにあります」と IAV の商用車部門、シニアバイス
プレジデントのJörn Seebode博士は述べ、「商用車の
場合、多くのアプリケーションや使用プロファイルが存
在しますが、その数が多すぎてすべてに最適な一つの駆
動系は存在し得ないのです。それぞれの用途に最適なの
はどの駆動装置なのかは、用途毎に固有の負荷頻度分布
により判断されます。こういうことから、技術に関してオー
プンにアプローチすることが重要なのです」と述べてい
ます。

欧州連合からのCO2排出削減に関する要求は、メーカー
にますますプレッシャーを与え、水素モビリティへの新

たな後押しになっています。例えば、長距離輸送あるい
は重量物運搬など電池式電気駆動装置が不利になる条
件では水素が有利になる可能性があります。技術的には、
商用車において水素内燃機関と燃料電池は、標準的な量
産が可能な体制にあり、数年の内にはディーゼル機関と
同等レベルの総所有者コスト（TCO）を達成できるはず
です。これらの環境への影響はさまざまです。排出ガス
についていえば、窒素酸化物、粒状物質、炭化水素などを
排出しないので、燃料電池の性能は優位です。従って、排
出ガス後処理システムは不要です。ただし、一定のアプ
リケーションでは内燃機関が有利であることも分かっ
ています。これにより、CO2ニュートラルな商用車アプ
リケーションについて、短期的には非常に興味深い技術
候補でもあります。 

既存技術の上に積み上げる

さらに、ディーゼルエンジンと大きな差異はないので、
基本的に新しい技術ではありません。「水素エンジンは、
既存の技術や生産設備を使えるので、燃料電池よりも少
し早く連続生産を始められるかもしれません。OEMや
サプライヤーと協力して、バリュー創出を続けられるか
もしれません」とSeebodeは述べ、「関連部品について
も、例えば冷却またはエア供給用に採用できることになっ
たとしても、状況は燃料電池の場合少し異なります」と
述べています。
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従って、商用車の代替駆動装置は原則として利用できま
すが、適切な補給ステーションのインフラがまだありま
せん。新しいエネルギー源を魅力があるものにするには、
ドイツ全国に約1,500基の補給ステーションが必要に
なります。「グリーン」なソースから水素の供給をするこ
とも、数年の間に拡大しました。その生産は、風力または
太陽光発電からの余剰電力を電気分解により高エネルギー
ガスに転換することが理想的です。しかし、エネルギー
担体の競争も存在します。「水素は、モビリティ以外に絶
対不可欠であるエネルギー担体であるばかりではなく、
化学業界のプロセス用の重要な原料でもあります」と説
明するのは、IAV のアドバンスドデベロップメントパワー
トレインのシニアバイスプレジデントの Marc Sens で
す。「従って、モビリティ部門に対し将来的に確実に供給
できるように、十分な生産能力を準備する必要がありま
す」と述べています。Sensはさらに、「この観点から、IAV
は例えば、合成ガスから取り出す水素の分散型生産のた
めのソリューションも検討しています。これは、同様に

して有機廃棄物からも簡単に生産することができます」
と付け加えました。

部門横断的な考え方が必要

従って、全体的なシステムやプロセスの観点から全部門
横断的に思考することが重要です。例えば、将来の電解
槽の効率は、できる限り最大量の水素をグリーン電力か
ら得られるように、さらに改良が必要です。IAVは、これ
らの分野でお客様をサポートできます。「一方で、モビリ
ティの分野で専門知識を持ち、道路運送業者のニーズも
熟知しています」と燃料電池およびハイドロジェンモビ
リティ部門のトップ、Ralf Wascheckは言います。「し
かし、風力発電や水素生産分野でのエンジニアリングも
提供しているので、バリューチェーン全体を考慮するこ
とができます。「この全部門横断的なアプローチにより、
どのユーザーに対しても理想的なモビリティのコンセ
プトを開発できます。」Sensは、「エコロジカルフットプ
リントへのあらゆる影響を考慮に入れるライフサイク
ル分析（LCA）を立法者が要求すると仮定すれば、このよ
うな全部門横断的な検討は、将来さらに重要性が増すこ
とでしょう」と付け加えました。

しかしながら、OEMも水素モビリティがブレイクスルー
に達するよう支援することを求められています。「OEMは、
車だけではなく、顧客に対して新たなコンセプトを示し、
モビリティを販売しなければなりません」とWasheck
は話し、「NikolaまたはHyundaiなどのパイオニアはす
でに行っています。また、そのような一体型パッケージ
が成功のカギです。例を見ると、今後数年間の変化は直
線的と言うよりは、分裂するような物になることを示し
ています」と述べています。IAVは、困難な激変をうまく
管理できるように、ホリスティックなコンサルティング
サービスをOEMに提供しています。

一刻を争います

「ハイドロジェンモビリティは、未来の商用車の重要な
コンポーネントです」とSeebodeはまとめ、「しかし、こ
こでは一刻を争います。環境に優しいエネルギー担体で
ある水素に関わる競争は高まっていくからです」と述べ
ています。WascheckやSeebodeとSensは、市場のポ
テンシャルを利用するために断固たるアクションが必
要だと言うことで一致しています。「今後4年から5年の
内に車両を市場投入しなければ、それでは遅きに失しま
す」とSeebodeは言い、「従って、私たちはお客様と共に、
このテーマで現在集中的に推進し、できる限り速やかに
ソリューションを生産に反映したいと考えています」と
述べています。

連絡先：
joern.seebode@iav.de
marc.sens@iav.de
ralf.wascheck@iav.de

「Gifhornと
Karlsruheの
考え方は同じ」

I AV とカールスルーエ大学カールス
ルーエ工科大学（KIT）ピストンエンジ
ン（IFKM）学部は、水素燃焼プロセス

開発に関する研究を共同で行っておりま
す。Thomas Koch教授（KITピストンエン
ジン学部長）およびReza Rezaei博士（IAV 
のアドバンスド燃焼開発商用車担当マネー
ジャー）はインタビューにおいて両者の共
同研究について報告します。

IAVとKITは正確にはどのようなこ
とで協働しているのですか？

Rezaei：大まかにいって、非常に緊密に大
学と協力し合い、最新の対策を学び、今後お
客様のプロジェクトに利用できるノウハウ
を構築しています。IAVおよびKITは、大型
車のアプリケーションのための水素燃焼プ
ロセス開発分野で2年ほど共同研究を行っ
ています。この目的で、大型単気筒エンジン
の実験的調査を実施しました。

そのような研究を行うのは、なぜ今
なのでしょうか？

Koch：大型車両の政治的・法律的トレンド
は、さらに厳しいグローバルなNOxとCO2
排出ガス規制に向かっています。CO2を削
減する方法の一つとして、代替燃料として
水素の利用があります。しかし、実走行排出
量（RDE）に適合するためには、燃焼異常ま

たはディーゼルエンジンと比べて著しく簡
素化された後処理システムの開発など、こ
れには課題が山積みです。ここで必要なこ
とは、エンジン内における水素の燃焼プロ
セスを深く知ることであり、プロセスを最
適化する多くのリサーチです。

最も重要な結果は何ですか？

Rezaei：私たちの共同研究の一部として、
2リットルの大型単気筒エンジンのための
水素燃焼プロセスを研究しました。ノッキ
ングと過早点火を避けるために最適化手段
を決定して導入した後に、軸平均有効圧力
を19バール超まで上げることができました。
さらに、窒素酸化物を最小化するためのエ
マシエーションや排出ガス再循環など、多
くの手段の開発や導入に成功しました。

Koch：私たちは現在、さらに燃焼異常を最
低限に抑え、エンジンの性能を改善し、窒素
酸化物を削減する水素直噴方式の開発で協
力しています。最初のステップとして、噴射
圧力50バール以下のコンセプトを開発し
ました。次のステップでは、200バール以
上の水素高圧噴射や拡散燃焼を共同研究す
る予定です。

IAVと共同することで、どのような
効果が生じるのでしょうか？

Koch：大学側からすれば、信頼の交換や深

い議論、および批判的分析が非常に重要です。
エンジニアは、分析結果の批判的観点から
のみ正しい結論を引き出すことができます。
これをリサーチと開発の両方に適用できま
す。GifhornとKarlsruheの考え方が同じ
であることが、建設的な協働に大いに役立
ちました。

連絡先： 
ifkm.kit.edu
reza.rezaei@iav.de

Thomas Koch博士（教授） 
KITのピストンエンジン学科
トップ

「水素モビリティは、未来
の商用車の重要なコン
ポーネントです。しかし、
ここでは一刻を争います。
環境に優しいエネルギー
担体である水素に関わる
競争は高まっていくから
です。」
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IAV Teslin：テストと
評価の最大効率

現在では、データをドライブや複数
のデータベースに Excel、Word 
またはPowerPointなどのさまざ

まなツールを使い、機能性または耐久テス
トから得たデータを記録しています。この
プロセスは、非常に緩慢でエラーが起きや
すいばかりではなく、手動の大きな手間を
かけてさまざまな耐久性走行を比較するこ
とも非常に困難になります。

IAV Teslinはこの状況を是正しています。
インテリジェントツールが、セントラルサー
バーデータベースのデータを管理し、その
後の分析や比較、および報告に関して、クラ
イアント（WindowsまたはLinux PC）上
で直感的に利用できるようにします。OEM 
やサプライヤーおよびサービスプロバイ
ダーに勤めるコンポーネント担当者や診断
のエキスパートが、格段に高い効率や、テス
ト中およびテスト後の評価実現性の向上に
よる恩恵を受けています。標準化されたデー
タ記録の他に、このツールは、顧客または
プロジェクトの要求に応じて、フレキシブ
ルなアドオンを提供しています。さらにま
た、IAV Teslinは、セミオートマチックの
レポートをさまざまなフォーマットで作成
するので、特に異なるテストプログラムに
おいて試料の比較が容易になります。イン
ターフェースが既存システムの状況に応じ
てツールをスムースに統合します。

非自動車部門のお客様も、テスト後または
耐久走行後に製品を診断したり、または評
価したりするときに、これらの利点による
恩恵を得ることができます。IAV Teslinは、
2014年以来IAVにおいて試験の効率化に
寄与しております。また継続的に最適化を
図っており、多くのお客様のプロジェクト
でその存在意義をすでに証明しています。 

ご興味がありましたら、気軽にオンライン
デモをご用命ください。まずはteslin@iav.
deまでご連絡ください。

将来を見越す：
新技術の
損益分岐点

OEMは顧客に対して環境に優しい車両を提供し、
同時に、総所有者コスト（TCO）を削減したい
と望んでいます。無公害車がソリューション

ですが、まず、新しい技術はもともと既存の技術より高
価です。TCO計算ツールを使えば、IAVはどの駆動装置
が特定使用ケースの最安値オプションかどうかを計算し、
現在の見込み市場のシナリオを提示することができます。

将来バイヤーの支持を得るために、多くの駆動装置オプ
ションは競合することになります。ここで大きな疑問が
あります。最善のTCOパッケージを提案または活用す
るために、今後数年間でメーカーや顧客（例、道路運送業
者）は何を選ぶべきでしょうか？この質問に対する答え
は決して単純ではありません。例えば個々のエネルギー
源の価格がいくらで推移するかや、国の援助はどれくら
いあるのかなど、誰も正確なところが分からないからです。

必要なものは、対象を比較できるように異なるシナリオ
を計算できるツールです。IAVのTCO計算ツールはまさ
にそのような計算をします。入力として、トラックの取
得および距離による通行料などのデータを必要とします。
これを使い、さまざまな考えられる展開を調べたり、現
在利用できる最善の知識に基づいて製品開発または購
入の意思決定を行うことができます。

CO2対価のシナリオ

主な制約が将来のCO2対価になります。「対価はとりわ
け立法者に依拠しますので、ここでの政治的影響が最も
大きいのです」とIAVの商用車E-モビリティビジネス企
画ディレクターのFlorian Brandauは述べ、「確かなこ
とはディーゼルはいまよりずっと高額になります–しかし、
どのような道筋でそこに至るのか、誰も正確なところは
分かりません。将来の政治的な流れや世界の原油価格な
どがここに大きな影響を及ぼす可能性があるためです」
と述べています。専門家筋の予想では、1トンあたりの
CO2価格が2030年までにEUR 60からEUR 170にな

るだろうと予想しています。シナリオ中央値は1トンあ
たりEUR 120になるとしています。ディーゼルについ
ては、10年以内に1リットル当たり19セントから54セ
ントになると言うことです。中央値のシナリオとしては、
1リットル当たり38セントまで上昇します。電力ミック
スによっては、電池式電気自動車も、CO2コストに影響
を与えます。

外部ソースによれば、対応する価格シナリオは、2030 
年までに電力費用がキロワット-時間（例、フリーウェイ
上）当たり24から28セントになると見込んでいます。中
央値予想はキロワット-時間当たり26セントです。一方
水素のコストは、2030年までに大幅に下がると予想さ
れています。現在は、1キロ当たり9.50ユーロで、この価
格は2030年に1キロ当たり4ユーロから6ユーロにな
ると予想されており、予想中央値は1キロ当たり5ユー
ロ強となっています。比較をすると、エネルギーコンテ
ンツの観点では、水素1キロはディーゼル約3リッタル
と等しいのですが、燃料電池の方が燃費が良いため、ディー
ゼル4.5リットルの大まかな効率は水素1キロと等しく
なります。「それが、水素1キロあたり5ユーロ未満の価
格が、ディーゼルに比べて魔法のハードルになっている
理由です」とBrandauは説明します。IAVの予想は、公的
なソースによる自社研究に基づいています。

しかし、その他の要因もTCO計算ツールに含まれていま
す。異なるタイプの駆動装置でドライバーの人件費に差
はありませんが、修理やメンテナンスは、電池式電気自
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アクティブサーマルマネ
ジメントのためのホリス
ティックアプローチ

サーマルマネジメントは、電動自動車に特
に重要です。その理由は、簡便性や範囲、充
電システム、稼働戦略およびコンポーネン
トの温度コントロールを調和させることが
必要だからです。典型例：冬になると、エン
ジンをかけるときにドライバーはキャビン
が暖かくなっていて欲しいと思うのと同じ
く、バッテリーも、できるだけ速く最適温度
範囲である20℃から35℃に達することが
望ましいのです。電気補助ヒーターは、エネ
ルギー貯蔵ユニットが温まるまでの時間を
短縮できますが、これにはコストがかさみ
ます。

ハードウェアとシステム開発からアプリケー
ションのセーフガードまで、IAVは、ホリス
ティックなシミュレーション方法と熟練の
従業員をそろえた大きなチームを活用して、
電動商用車におけるアクティブサーマルマ
ネジメントに取組んでいます。市販および
自社ツールを利用し、当社のエキスパートは、
フェーズチェンジ冷却やフェーズチェンジ
材料または新しく設計されたサーマルマネ
ジメントシステム、あるいは新しい技術的
アプローチの開発を量産開始までサポート
します。「中心となるのは常にシステムの最
適化です。具体的には、例えば、コンポーネ
ント温度コントロールのために空調を使用
することなどです」と説明するのは、IAV の
エネルギー＆サーマルマネジメントパワー
トレインのマネージャーRonny Mehnert
です。

連絡先： 
ronny.mehnert@iav.de

動車または燃料電池車の方が安価です。車両取得コスト
については逆です。電池式電気式車や燃料電池車は、現
状同等のディーゼル車の約3倍高くなっています。「従っ
て、追加費用のショックを和らげるためにも、移行期間
の間はこれら新技術に対して国は助成するべきです」と
Brandauは主張し、「例えば、通行料免除するなどで助成
することが可能です」と述べています。しかしながら、こ
れは一次的なソリューションでしかありません。長期的
には新しいエンジン自体が国の援助なしに収益をあげ
ていく必要があります。

TCOで言えば2024年にはディーゼルは多くの
アプリケーションからすでに後退

これまで述べた前提や、取得コストおよび通行料に関す
る立法者が行える助成戦略に基づく以下シナリオの可能
性は、現状の知識によります。電池式電気自動車が2024
年に多くのアプリケーションで価格が下がり、4年後に
は燃料電池自動車が同じ経過をたどるでしょう。二つの
代替駆動系のレースも、ここ10年以内に決着が付くでしょ
う。2029年をめどに、長距離ルートにおいて燃料電池は
電池式電気自動車の派生モデルよりも安価である可能性
が高いからです。これの一つの理由がエネルギー貯蔵で
す。商用車のバッテリーは重く、高額であり、さらに製品
バリエーションの数を最小限にする必要があるからです。

「運行中の再充填を考慮すると、燃料電池は特に長距離
走行に適しています」とBrandauは言い、「しかしながら、
自社で発電するのか、あるいは他所から非常に安価な電
力を購入する場合、状況は代わります。この場合、電池式
電気自動車の方がTCOが低くなります」と述べています。
しかし、重要なことは個々のパラメーターはすぐに変わっ
てしまい、代替駆動装置のTCO曲線は、がらりと代わっ
てしまう可能性があります。これが、私たちがすべての
前提を継続的にチェックし、必要があればこれらを再調
整しなければならない理由です。

現在のシナリオのTCO計算ツールの数値は、今後10年
の内にUターンすることを示しています。「乗用車ならば、
例えばフォルクスワーゲンID.3のように、新型モデルが
続々発売されるならば、非常に早く物事が動きます」と
Brandauははっきりと述べ、「2020年9月からのADAC 
の研究によれば、TCOはディーゼルまたはガソリンエン

ジンよりすでに低くなっています」と述べています。こ
れから商用車部門においても駆動系のコストを下げる
ことが重要です。「現時点では、ここで画期的な発展を遂
げましたが、何もかもがとても新しいので、コストが単
純に高過ぎるのです」とBandauは言い、「一方ディーゼ
ルの場合、実績のある基本設計は、漸進的に発展します。
これは努力が少なくて済むということになります」と述
べています。

開発のためのブループリントとしての基本モ
ジュール

OEMにとって、新しい技術を速やかに市場投入するこ
とが不可欠です。さもなければ競争力を失いかねず、新
規参入者との競争に直面せざるを得なくなるからです。

「しかし、IAVと協働することにより、当社のお客様はゼ
ロから始めなくて良いのです」とBrandauは言います。

「当社には、e-モビリティでスタートするためのブルー
プリントの役割をする基本モジュールがあるからです。
従って、お客様はこの手間のかかる作業をすべて自社で
行う必要はなく、当社と二人三脚で、生産を万端準備す
るソリューションにいち早く到達することができます」
と述べています。

連絡先： 
florian.brandau@iav.de 
rico.resch@iav.de

「IAVと協働することにより、
当社のお客様はゼロから
始めなくて良いのです。当
社には、e-モビリティでス
タートするためのブループ
リントの役割をする基本モ
ジュールがあるからです。」
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特別なタスクの 
ために練られた 
バッテリーシステム

産業用機械は、少量生産でしか生産されないこと
がよくあります。他の商用車においては、耐用年
数の中で電気駆動装置をレトロフィットにより

組み込むことができます。産業用機械でも商用車の場合
でも、モジュラーバッテリーとバッテリー管理システム
は、手間を多くかけることなくそれぞれの要件にフレキ
シブルに適合し、統合する必要があります。IAV は、技術
的に成熟したソリューションを持っており、とりわけ幅
広い電圧や電力レンジで利用できます。

「トラックなどの比較的大量生産の場合、OEMはバッテ
リーとバッテリー管理システムの要求事項を自社で把
握する必要があります」とIAVのバッテリーシステム開
発のトップ、Thomas Henke博士は述べ、「ただし、この
ような製品は産業用機械や特殊機械には利用できません。
そこで、どのような新車であれ、あるいは後付けのソリュー
ションとして、バッテリーシステムが手間をかけずに商
用車に統合できるソリューションを開発しました」と述
べています。

バッテリーセルモジュールは、既存のメーカーから購入し、
さまざまな電圧および電力クラスで利用できます。バッ
テリーモジュールを使うと、例えば、エネルギーコンテ
ンツや最大出力または急速充電機能の観点から、幅広い
性能要件を網羅できます。複数のパックを使えば、限ら

「そこで、手間をかけずに
バッテリーシステムを商
用車に統合するソリュー
ションを開発したのです」
と話してくれました。

れた設置スペースをいつでも最適に活用することがで
きます。IAVが開発したバッテリーマネジメントシステ
ム（BMS）は、さまざまなバッテリートポロジーを実現で
きるように設計されています。バッテリー4基まで車両
に並列または直列で最適に接続することができます。さ
らに各バッテリーを、一つにつき112個のバッテリーセ
ルを順番に4つの部分バッテリーに内部で分割できるの
で、4メガワット以下の出力を実現できます。

第4世代のバッテリーマネジメントシステム販売中

フレキシブルなバッテリートポロジーに加えて、IAVの
バッテリー管理システムも交換可能なバッテリーの利
用が可能になります。エネルギー貯蔵ユニットが空にな
ると、例えばデポで充電済みのバッテリーと即座に容易
に交換することができます。BMSも技術的に成熟： 「私
たちは電気式ドライブトレインの研究を15年続け、当
社のバッテリーマネジメントシステムは現在4世代目と
なりました」とHenkeは告げます。「将来的に、例えば人
工知能を使いバッテリーの経年劣化を判定するなどの
追加機能を組み込めるようBSMを拡張したいと考えて
います。IAVソリューションのエコロジカルフットプリ
ントを最小にすることも目的としています。セルメーカー
やリサイクル企業と協力する目的は、リサイクル率を著
しく高められる方法でバッテリー生産を最適化するこ
とです。

「当社のソリューションは小型商用車のプロトタイプに
既に使用されており、他のお客様ともお話を進めていま
す」と Henke はかいつまんで話してくれました。「当社
は短期間でそれを連続生産に反映する用意ができ、産業
用機械および特殊機械用のバッテリーシステムにある
現在のギャップを埋めることができます」と述べ、

連絡先：
thomas.henke@iav.de
michael.clauss@iav.de

排気ガス 
再循環の煤を
最小化

排気再循環（EGR）は、ディーゼルエンジンから窒
素酸化物排出量を低減するための有効で実証さ
れた方法です。しかし、EGR クーラーとEGRバ

イパスバルブに煤が堆積する可能性があります。IAVは
詳細にこのプロセスを試験し、シミュレートしています。
これにより、エキスパートは、EGRの利用を最適化できる
ように顧客をサポートできるようになります。

ディーゼルエンジンは、あらゆる動作条件で厳しい窒素
酸化物の制限に適合しなければなりません。排気ガスの
再循環は、燃焼温度低減によりNOxを削減するので、SCR
システムの適切な代替または補助になります。しかしな
がら、燃費がやや高くなるほかに、別の望ましくない副作
用があります。EGRクーラーおよびEGRバイパスバルブ
に煤が堆積することに加え、エンジン内の熱力学的プロ
セスの妨げになるのです。

「最大の問題は、長鎖炭化水素です。これは特に低負荷で
EGRクーラーを覆い、粘着します」と説明してくれるのは、
IAVのエネルギー＆サーマルマネジメントパワートレイ
ンのマネージャーであるRonny Mehnertです。「これに
より、ガス通路の断面積が減少し、コントロールシステム
への影響が生じます。最終的に、関連部品が完全に機能を
失ってしまいます」と続けました。排気ガスの煤は、EGR
コンポーネントのストレスにもなります。壁面に堆積し、
断面積も小さくするので、コンポーネントの機能を阻害し、
耐用年数が短くなります。

テストとシミュレーションの組合せ

IAVは、問題を緩和したいと考え、関係するプロセスにつ
いて詳しい調査を行っています。EGR管における炭化水
素や煤の測定は、煤がつくことの正確なシミュレーショ
ンのための入力としての役割をします。テストとシミュ
レーションを組み合わせることにより、エキスパートは
どの分野が特にリスクが高いのか、どうしたら煤を封じ
込められるか、取り除くことができるかを予想します。例
えば結果は、低負荷運転などで、冷温でEGR率が25%か

ら30%へ上昇すると、堆積量が倍になることもあります。
耐久テストは、EGRコンポーネントがどれくらい長くさ
まざまな条件で正しく機能するかを判定するのに使うこ
とができます。

「煤が堆積することは避けられません」とMehnertは言い
ます。「しかし、その問題については何かできるかもしれ
ません。例えば、どのエンジンのマップエリアに、EGRコ
ンポーネント再生のためのリソースがあるかどうかにつ
いてお客様に話しをすることができます。この方法で、煤
を10%取り除くことができます。もちろん、問題の根本を
取り除いたり、スマートキャリブレーションを使うこと
により特にリスクの高い条件での運転を避けることもで
きます。

一目でわかるOEMフリート全体

IAVは、これまでに得られた知見をお客様向けのプロジェ
クトに適用しています。例えば、最適なジオメトリックや
EGRコンポーネントやシステムのサーマルデザインなど
に使用します。「OEMのフリート全体を見て、アプリケー
ションを通じて活用される可能性のある、特に重要な駆動
装置のコンセプトを持つ車両を指摘します」と Mehnert 
は述べ、「この方法で、OEMは排気再循環を最大限活用して、
ディーゼルエンジンをさらに環境に優しくすることがで
きます」と言います。

連絡先： 
ronny.mehnert@iav.de 
philipp.zumpf@iav.de
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「E-fuelが理想的」

オフハイウェイ車両に固有の課題は何ですか？

もちろん、オフハイウェイ部門は主にその多様性の広さから、
オンハイウェイ部門とは異なります。全く異なる荷重プ
ロファイルを持つ全く別な産業用機械があります。エン
ジンがその負荷に対応しなければなりません。車種の数
はほとんど無限にあり、コントロールや安全の確保は至
難の業です。堅牢性は別の問題です。急なブレーキや加速
プロセスを扱う必要があり、未開発地域で産業用機械を
使用すれば、重い負荷が生じます。耐用年数への需要がこ
れに加わります。私達が取扱うトラックや産業用機械は
10年以上使用されますので、当社は耐用年数20年以上を
保証する必要があります。ダウンタイムも特に重要です。
故障が発生するとお客様、そして当社にとっても結果的
に高い費用負担に及びます。

Liebherrのパワートレインが、なぜこれら要件
に適しているのですか？

オフハイウェイの産業用機械で長年経験を積み、はじめ
からこの分野での要件に適合するためにすべてを開発し
ているからです–当社のエンジンを例に上げると、当社は
派生機種、例えば特別なPTO（動力取出機構）を有するも
のなどに着目しています。当然ながら、オンハイウェイ部
門には、エンジンを産業用機械向けに転用している多く
の競合他社がいます–しかし、このような競合他社での転
用は、多くの妥協をしながら行われています。当社は、は
じめから正しくオフハイウェイアプリケーション用のエ
ンジンとして設計しています。 

都市部は特に「グリーン」ソリューションを推進
しています。バッテリー駆動のオフハイウェイ車
両は選択肢になり得ますか？

一部のニッチな分野ではバッテリー駆動方式が理にか
なうこともあります。例えば、比較的小型のパワーショ
ベルまたはホイールローダーが付いたものです。管理
された会社内の敷地、例えばリサイクリング場で、給電
ケーブルを介して電気的に重機を運転することが可能
です。Liebherでは、特に二つのプロジェクトを実施しま
した。55トンクラスの掘削機とディーゼルエンジンでト
ラックを駆動し、ドラムを電気駆動するハイブリッドコ
ンクリートミキサー車です。これにより、積荷を降ろす時
点ではエンジンを停止できます。よって、その後作業で
は排ガスを排出しない状態で継続することができます。
E-mobilityは必然的にオフハイウェイ部門で重要な役割
をしますが、中心的なソリューションにはならないと思
われます。

水素が代替燃料としては将来性があると考えら
れます。水素はオフハイウェイ車両に適していま
すか？

水素は将来エネルギー担体の一つとして将来性があります。
Liebherrは、開発全段階で水素燃焼エンジンに取組んで
います。これについては当社ですでにテストベンチでテ
ストしています。特に、これは、最適な燃焼プロセスと達
成可能な出力密度を判定することも含みます。新しいエ
ンジンを当社産業用機械等に統合しなければならないため、
これは重要です。当社は燃料電池も調査しています。しかし、
例えば、出力は150キロワット以上と言った一定の限界

があると見ています。周辺機器が非常に複雑なのです。現
時点では、堅牢性についても疑問符がつきます。水素に関
しては、供給に必要なインフラを建設することも重要です。

貴社の視点から見て、他にどのような代替燃料が
興味深いと思いますか？

産業用機械とドライブトレインメーカーの視点からです
と、e-fuelが理想的です。当社の既存エンジンに最小限の
変更を施すだけで対応可能だからです。水素またはバッ
テリーとの対比など、タンクのスペース要件も対比の対
象です。CNGとLNGは、CO2削減は難しいため、当社に
とり興味はありません。

Liebherr Machines Bulleは、車両のデジタル
化についてどのように考えていますか？

別の部門から同僚がすでにそれについて取組んでいます
よ！当社はエンジンメーカーとして、お客様のために当
社のコアコンピタンスと知識を有益なKPIに変換してデ
ジタル化に貢献しています。当社にとり、最も重要な自問

があります。最終顧客のためにその産業用機械の利益を
どうしたら高めることができるか？例えば、点検修理の
ための不可避なダウンタイムを都合に合わせて計画する
ことで稼働率を高めることができます。エンジンの状況
を事前に知ることができれば、スペアパーツをいち早く
提供することもできます。そしてもちろん、絶えず診断を
最適化します。これらは、Liebherrのデジタル化を支援す
ることに伴い、当社が推進している課題があります。

デジタル化は開発にとっても興味深いことです。
これは特に、派生モデルが多いからです。この機
会を既にどれくらい活かしていますか？

多様性が高いため、当社は非常に特別な状況にあり、独立
独歩をせざるをえません。数十台しか売れない産業用機
械がいくつかあります。社内で開発し、妥当性確認ができ
れば、最初にしなければならないことは、これら産業用機
械を自社で製作し、テストすることになります。もちろん、
これは中々できません。だからこそ当社は、人工知能を使
い、わずか数車種を使い、分野全体にわたる結論を導き出し、
多くのアプリケーションに応じることができるような対
策を開発したのです。シミュレーションも当社にとり非
常に重要です。 

オフハイウェイ車両の事業は、グローバル展開に
なりつつあります。どのようにLiebherrはそれ
に対応しているのですか？

Liebherrはすでにグローバルな位置付けにあります。五
大陸すべてに140社以上を設立して48,049従業員を雇
用しています。当社は通常パートナーシップを組んだり、
あるいはジョイントベンチャーを立ち上げて、特定産業
の当社の存在感を高めています。 

連絡先： 
liebherr.com

「当社は、人工知能を活用し、
わずか数車種を使い、分野
全体にわたる結論を導き出
し、多くのアプリケーショ
ンに応じることができる
ような対策を開発したの
です。」

Liebherr Machines Bulleのディレク
ターであるUlrich Weißは、オフハイ
ウェイ部門の特徴や代替として可能性
のある燃料、および企業のデジタル化の
重要性についてインタビューで報告し
ています。Liebherr Machines Bulleの 

マネージングディレクター、Ulrich Weiß
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IAVは、高度なタスクのデータ収集
や評価を利用：

Contact： sebastian.elgeti@iav.de

予想や状況に基づくメンテナンス
に人工知能の使用法の詳細につい
ては、本ビデオをご覧ください。

車両内部の深層

新たに台頭する多くの小型商用車フリートには、電
池式電気または燃料電池駆動系を搭載しており
ますが、車両データへのリモートアクセスには

対応しておりません。このギャップを埋めるのがIAVの
DiSAリモートサービスモニター：このシステムは、簡単
に後付けができ、既存フリートの最適運用や、環境に優し
い次世代駆動装置の開発など、現場からの重要データを
提供します。

物流管理会社およびバス運航会社は、現在車両の相互接続
性を使い、車両の現在位置やルート、または「健康状態」に
関する情報を収集しています。「電池式自動車または燃料
電池駆動装置を持つ車両のフリートは、一方で常時接続し
ていません」と報告してくれるのは、IAVの商用車e-モビ
リティビジネス開発ディレクターのFlorian Brandauです。

「しかし、これら新しいドライブトレインを取り付ける場
合に、例えば実用的用途に関して詳しく調べたり、車両の
稼働率を高めたり、あるいは次世代車両の選定に際し、ま
さしく現場からの情報が特に重要になります」と語ります。

IAVのDiSAリモートサービスモニターを使えば、この
ギャップを迅速かつコスト効率よく埋めることができま
す。このソリューションは、車内に取り付けて、IoTユニッ
ト（インターネット・オブ・シングス）として車両データに
アクセスできる、小さな相互接続コントロールユニット
から構成されます。そこからデータが携帯通信（3G、LTE 
または5G）を介してクラウドに送信されます。そこでデー
タが処理されます。ユーザーはすべての情報をPCやタブ
レットまたはスマートフォンで見ることができます。

内部車両通信に直接アクセス

IAVソリューションについて何が特別か：「車両の奥の
奥を見る」ことが可能なことです。「例えば、電気式ドラ
イブトレインまたはブレーキが完璧に作動するかどう
かをすぐに確認することができます」とIAVの診断ソ
フトウェア＆ITソリューション部トップのThorsten 
Schröder博士が説明してくれます。「リモートサービ
スモニターは、次の設問に対して詳細な情報を提供しま
す。どのくらいの頻度で使用されましたか？好ましくな

い動作ポイントで運転していませんか？圧縮空気シス
テムに漏れはありませんか？」よくあるフリート管理の
製品は、車両のインとアウトの精確な観点を持ちません。
さらに、こうした製品はニッチなアプリケーションの電
気式駆動装置を持つ商用車すべてに利用できないこと
が普通です。OEMは、自社の標準ソリューションを統合
できないため、道路運送業者は第三者のサプライヤーに
依存しています。

「DiSAリモートサービスモニターは、パワートレインや
診断がIAVから送られると、データのほとんどを提供し
ます」と説明してくれるのは、IAV の高度診断＆デジタル
製品ライフサイクルの、シニア技術コンサルタントであ
るAlexander Roy博士です。なぜならば、この場合、車両
の内部通信バス上のメッセージは、細部に至るまで把握
され、収拾できる情報はすべて詳細な分析に使用するこ
とができます。技術的な問題が発生すると、サービスチケッ
トがクラウドで自動生成され、DiSAリモートサービスセ
ンターにリストアップされます。アプリケーションシナ
リオに応じ、例えば盗難を防止するためのビデオカメラ
からの画像など、車両データに加えて、他の情報も記録さ
れます。

データはどのクラウドでも評価することができます。IAV
のアプリケーションは、データの受信や確実に格納する
ことの他に、データ分析や予測診断、および状態や結果の
グラフィックな可視化にも役立ちます。車両が一時的に
オンラインでなくなったとしても、クラウドで表示したり、
評価したりすることができます。道路運送業者が IT 技術
に先行資本投資する必要はなく、すぐに世界中で使用す
ることができます。

フロントエンドで情報を簡単にアクセス

情報へのアクセスは、フロントエンドから提供されます。
これにより、ブラウザーを介してすべての結果をお客様
の要求に合わせてフレキシブルに表示することが可能です。
例えば、ユーザーは車両が現在いる位置がどこか、故障の
有無、および次の点検までどのくらいの期間が空くのか
などをすぐに見ることができます。選択した総合測定デー
タに基づき、車両単体または車両フリート全体に対して
予想診断も実施することができます。つまり、発生するど
のような保守点検も、またはメンテナンス要件も、常に予
め簡単に診断できるからなのです。

DiSAリモートサービスモニターの支援があれば、ドライ
バーはエネルギー使用に配慮した運転スタイルを比較でき、
あるいは外気温によるバッテリーの電力消費量を判断し
たりもできます。「当社のソリューションは、バッテリー
が正しく計測されているかどうかに関する情報も提供し
ます。これは今後の最適化のために重要な指標になります」
とBrandauは言います。「これらすべての評価により、道
路運送業者がTCOを削減し、機能停止を避けることがで
きます。同様に、高いフリート稼働率は革新的なシステム
の良いイメージのために重要です。」

標準生産までシームレスなエンジニアリングの
サポート

DiSAリモートサービスモニターは、IAVが開発した後付
け可能な電池式電気ドライブトレインである「商用車用
モジュラーE-パワートレイン」で電気化されたベルリン
のバスフリートですでに使用されています。他のお客様
からも関心を持って頂いております。「当社のサービスは、
通常のオペレーション用に設計されており、開発ツール
ではありません」とSchröderは強調し、「IAVが製品ライ
フサイクル全体に対して、設計から実世界のオペレーショ
ンや細部にいたるまで、シームレスなエンジニアリング
を提供していることを示しています」と述べています。リ
モートサービスモニターは、保証クレームを監視し、サプ
ライヤーの品質をチェックすることにも使うことができ
ます。特に、革新的なパワートレインや、新技術の学習曲
線の急上昇がある場合に、このような情報はさらに進歩
を遂げるために必要不可欠です。

連絡先：
alexander.roy@iav.de 
thorsten.schroeder@iav.de
florian.brandau@iav.de
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詳しくは、当社の
YouTubeビデオを 
ご覧ください！

IAV製品： 
新しい商用車の 
モビリティへの 
手軽な方法
エンジニアリングサービスに加えて、

IAVは、OEMやエンドユーザーが
分かりやすくてお客様に合わせた

方法で商用車を電動化し、自動化できるよ
うにする製品ソリューションも提供して
います。「商用車用モジュラーE-パワート
レイン」と自動シャトルHEATは、最高レ
ベルのe-mobilityや自動運転の好例です。
また、少量生産にも興味深いものです。

コンサルティングやエンジニアリングか
ら生産準備完了製品まで：IAVのポートフォ
リオは、商用車部門のあらゆる開発ステッ
プを網羅しています。「これにより、お客様
が必要とする的を得たサービスを提供す
ることができます」とIAVの製品ソリュー
ションのトップ、Utz-Jens Beisterは言い、

「従ってOEMとエンドユーザーの他にバ
スまたは物流企業は、大幅な開発努力をし
なくても、車両を電気化したり、あるいは
自動運転機能を導入したりすることがで
きます。さらに、将来のエンジニアリング
プロジェクトも、当社製品の専門知識から
恩恵をうけることになるのです」と述べて
います。
 
商用車用モジュラーE-パワートレイ
ン：さまざまなシナリオでも使える
後付けe-ドライブ

サプライヤーや地方自治体関連企業の他
にバスおよび道路運送業者に向けて、IAV
のモジュラーE-パワートレインは、電動化
の時代に参入するための簡単な方法です。

カスタマイズ可能なソリューションとして、
部品一式で提供されるパワートレインは、
さまざまな多くのアプリケーションシナ
リオを網羅し、各ユーザー固有のニーズに
適応させています。連続生産に相応しいコ
ンポーネント一式は、異なる取り付けスペー
スや性能要件に適合するよう簡単に微調
整することが可能です。これにより、少量
であっても、また既存車両への後付けであっ
ても、経済的なソリューションになるのです。

「あらゆるプロジェクトの開始時点で、当
社はお客様と共にどのような要件を駆動
系が満足しなければいけないかを明確に
します」とIAVのビジネス開発車両ダイナ
ミクスのトップ、Jens Granelの報告です。

「その後、お客様からの要求やその他の制
約条件に対して最大限恩恵を受けられる
ようなシステムを構成します。その際当社
は特に利用できる取り付けスペースおよ
び要求される駆動力、そして車両の航続距
離を考慮します。この方法で、車両が、例え
ば積載量または乗員数の観点から最適な
効果を確実に得られるようにします」と述
べています。

モジュラー電子キットを用いた商用車の
電動化に関して言えば、IAV はシステムイ
ンテグレーターおよびパーツサプライヤー
の役割を担います。これには、IAVのそれ
ぞれのエキスパートによる仕様、すべての
駆動コンポーネント（発電機、バッテリー、
電力工学およびコントロールユニット等）
の承認と購買を含みます。このような活動
を通じて、IAVは既存の業界パートナーと
協力しながら、最新かつ適切な必要構成部

品を選定します。

さらにIAVは、例えば通信や全体的なシス
テムの機能安全を扱います。ここで、IAV
のお客様は、さまざまな取引や、製品ライ
フサイクル全体を通じてすべての要件の
検討の間で分野をまたいだ協力から恩恵
を得ることができます。しかしながら、エ
キスパートの仕事は、電気式パワートレ
インのパーツ一式を納品すれば終わりで
はありません。IAV は、お客様の運用に対
して専門的なサポートも提供します。また、
これにより、総保有コスト（TCO）および
IAVの電気式駆動ユニットを備えた車両
のメンテナンスに関わる費用についてご
満足頂けるものと存じます。

IAVの商用車用モジュラー電動化キットは、
観光用バスにおいて最近実用化されました。
新規開発および後付けソリューションと
しての地方自治体向け車両や配達用車両
への適用を計画しています。

HEAT：自動運転車両のユニバーサ
ルプラットフォーム

HEAT（ハンブルグ電気自動輸送）の研究
開発プロジェクトの一環として、IAVは
ドイツ航空宇宙センター、Hamburger 
Hochbahn AG やハンブルグ経済・輸
送・イノベーション省、シーメンスおよび
IKEM（気候保護、エネルギーおよびモビリ
ティ研究所）などのパートナーと共に、新
たな分野を開拓しました。目標は自動シャ
トルバスをハンブルグのような大都市の

よびアプリケーションの開発を通してシャ
トル特性およびシステムと機能要件の定
義から、システムおよび全体的な車両レベ
ルでの妥当性確認まで、車体、電気/電子、
シャシー、駆動装置および自動運転の分野
を含みます。コンソーシアムにおいて、IAV 
はまた、シャトル、インフラ、コントロール
センターおよび高解像度マップからなる
全体的なシステムの仕様、統合、就役およ
び妥当性確認に対して中心的な貢献をし
ています。

HEATは自動乗客運送用に設計されてい
ますが、その他の展開シナリオにも合わせ
ることができます。例えば、この技術は無
人配達または物流車両にも適しています。

「HEATは自動運転を商用車部門にもたら
すためのプラットフォームを提供してい
ます。これには、明白なビジネス事例を使っ
た数多くの有用なアプリケーション例が
あります」とLemkeがかいつまんで話し
てくれました。HEATプロジェクトは、モ
バイルバリューチェーンに重要な展望も
提供しています。IAV は、自動シャトルの
開発ばかりではなく、必要に応じてシャト
ルを運用することもできるコンピタンス
をも獲得しつつあります。

連絡先： 
jens.granel@iav.de 
utz-jens.beister@iav.de 
veit.lemke@iav.de

一般の道路交通の中で運用することです。
HEAT車は、公共の場所で実際の条件に基
づいてテストを行い、まずは25km/h以下
の速度で自動運転する予定です。

ハンブルグのハーフェン市のテストトラッ
クは長さ1.8kmです。走行中にミニバス
は5か所の停留所に停止します。3か所は
通常のHVVバス停で、2か所はHEAT用に
設定された新しいバス停です。「テストト
ラックで安全に運転できるようにするには、
シャトルはオンボードセンサーを使い、ト
ラックに設置された追加センサーや信号
システムおよび中央コントロールセンター
HOCHBAHNと継続的通信を行います」と
プロジェクトマネジメントオフィスのエ
グセクティブプロジェクトマネージャー
Veit Lemkeは述べ、「2020年第4四半期
から、HEATは乗客を乗せて走る予定です」
と報告してくれました。

シャトルを全体的なシステムに統合する
ことにより、複雑で、きわめて活発な交通
環境におけるシャトルの性能を高め、自
動交差点走行のような機能を実装するこ
とが可能になります。「HEATは、自動走行、
特にインフラからの対象データとの組み
合わせ、独自の強みや魅力（USP）を持って
います」とLemkeは言います。

HEATプロジェクトにおいてIAVは車両全
体の開発を担当しています。これには、メ
カニクス、ハードウェア、ソフトウェアお

「車両が、例えば積載
量または乗員数の観
点から最適な効果を
確実に得られるよう
にします。」

4746 製品   ¦   コマーシャルビークル コマーシャルビークル   ¦   製品



George：そうは思いません。ドイツには現
在水素充填ステーションが約85か所しかな
いというのが実情です。しかしながら、ドイ
ツ政府とEUは将来的に水素の輸送と貯蔵
に投資したいと考えています。従って、中期
的にこのエネルギー担体としての水素の充
填ステーションが増えることでしょう。情
報部門での連携が、ここで重要な役割をす
る可能性があります。余剰グリーン電気に
よる地域分散型水素生産が、充電ステーショ
ンを設置するために理想的です。

Brandau：需要サイドでも多くのことが発
生しています。燃料電池駆動装置と水素燃
料燃焼機関が、今後数年以内に量産が行わ
れた場合、エネルギー担体のブレイクスルー
を推し進める可能性があります。最初は大
規模フリートやハブを通じて発生し、それ
にともない充填ステーションが建設される
ことになります。価格の観点から、水素はと
にかく何より優勢です。業界での需要が大
きく、それに伴い生産能力が高まっている
ことから、価格は下落し続け、このような代
替燃料を生産することがより魅力的になっ
ていきます。このようなことを受け、私は最
初は都市部と高速道に沿って5年以内に十
分なネットワークができることを期待して
います。

Töpfer：既存の枠にとらわれて試行してい
ます。もちろん、やがて施行されるCO2排出
制限は、大きなチャレンジです。結局のところ、
排出ガスは2025年までに2019年比15%
減、2030年までにさらに15%減が求めら
れると予想されています。しかしながら、こ
れは革新的な企業に歴史的な機会を与えて
いるのです。自社を再編成して新しい市場

さらにもう一つ...

新CO2立法は厳格すぎます。
これはドイツと欧州の商用
車業界を危険に追いやって
しまいます！

燃料電池は、インフラがない
ため失敗します！

Brandau：それは違います。もちろん、電池
式電気自動車や燃料電池自動車の購入価格は、
現在でもディーゼルエンジンの商用車と比
較して、著しく高くなっています。このよう
なわけで、政府は技術的変化を加速するた
めにもインセンティブを出す必要があるの
です。しかし、電池式電気自動車は、2024年
までに保有総コスト（TCO）の観点では損益
分岐点を向かえます。燃料電池自動車の場合、
10年先まで損益分岐点に到達しないと予
想しています。ここに至るには、燃料やメン
テナンスなど営業経費が低くなることも関
係します。

George：さらに、例えばヒュンダイトラッ
クのような最初のビジネスモデルは、すで
に費用対効果の良い経営ができるところま
で来ています。ヒュンダイは、スイスの通行
料免除を受けており、他の新たなプレイヤー
はトランスポート・アズ・ア・サービスを提
供しています。これはユーザーとプロバイ
ダー両方に利益をもたらします。技術的変
化はすでに本格化していて、私はこれが消
費者にとり今より高額になることはないと
予想しています。

技術的な変化は、輸送会社や
公的交通機関、および消費者
にとってもコスト増加につ
ながります！

George：必ずしもそうではありません。現
時点では、この仕事はたしかに非常に骨が
折れますし、賃金が比較的低いのですが、将
来変わる可能性があります。車両自体が移
動行程のほとんどを自分で運転してくれ
るので、ストレスが減ります。しかし同時に、
自動化できない状況がまだあるため、人間
のドライバーに完全に取って代わることは
できません。

Töpfer：ドライバーは新たな作業をひきう
けることになります。ドライバーは、エキサ
イティングな双方向環境において、流通、派
遣およびフリート管理を担当するようにな
るため、仕事は格段に面白くなります。将来
のトラックドライバーは、輸送マネージャー
になると考えます。コロナウィルスのお陰
で「リモートワーク」は多くの分野で可能だ
と言うことも明らかになりました。従って、
自動トラックにもできるはずではありませ
んか？

連絡先： 
tom.george@iav.de 
florian.brandau@iav.de 
tobias.toepfer@iav.de

トラックドライバーのなり手
がいなくなってしまいます…

セグメントを占めることができます。予想
される市場淘汰で生き残るのは、明確かつ
持続可能な方針を早期に決断し、これを一
貫して実行した企業です。 

George：そして、2030年までに30%減と
言うのは、始まりにすぎません。長期的には
Well-to-wheelでのアプローチ、そしてラ
イフサイクルの評価に移行すると予想して
います。忘れてはならないことがあります。
私たちのゴールは2050年までにCO2ニュー
トラルを達成することであることに変わり
ありません。そこで、革新的な製品と完全な
ソリューションが一層重要になります。将
来においてもこのような分野で多くの職が
創出されるでしょう。つまり、CO2 出量の
法律設定は、非常に高いレベルでドイツお
よび欧州商用車業界の革新的能力を実証す
る重要な誘発要因として働きます。

Tobias Töpfer、 
マネージャー、 
商用車シミュレーション＆
妥当性確認

Tom George、 
ディレクター、 
ビジネス開発商用車

Florian Brandau、 
ディレクター、 
ビジネス開発商用車 
E-モビリティ
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ウェブサイト iav.com/events から今後予定され
ているイベントの最新の情報をご覧頂けます。

どうぞ 
ご覧ください

ソーシャルメディアでのフォローを
お願いいたします

IAV GmbH
Carnotstraße 1
10587 Berlin
GERMANY
Tel.：+49 30 3997-80
Fax：+49 30 3997-89790
commercialvehicles@iav.com
www.iav.com

画像提供
Christian Bierwagen
Sonja Hornung
iStockphoto
Max Lautenschläger
Marc-Oliver Schulz
Manuela Steinemann
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