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序章 自動車のエレクトロニクス化 

昨今の地球温暖化問題に関連した環境対応やエネルギー価格の変動を背景に､日系自

動車メーカーのみならず米・欧各社によるハイブリッド車、燃料電池車（ＦＣＶ）開発

が加速している。世界的な自動車不況の中､2009年のデトロイト・モーターショーではト

ヨタ自動車がハイブリッド型｢Ｌｅｘｕｓ｣･｢プリウス｣を､ホンダは新型ハイブリッド車

「ＩＮＳＩＧＨＴ｣量産モデルを出展した他、厳しい経営状況下にあるＧＭ、Ｆｏｒｄも

プラグイン・ハイブリッド電気自動車などの環境対応車への取り組み姿勢を強調した。

ＧＭは 10年前に一度電気自動車を発売したにもかかわらず、自ら回収廃棄して利幅の高

い大型車やピックアップトラック中心ラインナップと販売金融優先の経営で近年急激に

シェアを落とした一方､トヨタは発売 10 年になるハイブリッド車「プリウス」が毎年売

るほど赤字と揶揄されながら研究開発と設備投資を継続し、社会の環境意識の変化を背

景に環境対応をブランド力として認知されるに至っている。マイケル･ポーターの指摘す

る戦略的ＣＳＲは本稿の主要な論点ではないが、自動車業界を取り巻く社会情勢や開発

コンセプトが変化する中、主要技術開発の領域が燃料エンジンからハイブリッド   

(ＥＶ)・燃料電池車へとシフトし、同時に機器の電子部品化、動力・信号伝達や制御、

車間維持・衝突回避といった安全支援技術開発さらに情報通信技術を活用した交通情報

インフラ整備や渋滞回避へも応用展開が模索されている。 

本稿ではカー・エレクトロニクスの進化の動向を、なぜ(Ｗｈｙ)電子化が進み、それ

によりどのような利便性が実現可能かを軸に概観し､旧来の機械部品(メカ)の集合体の

自動車が電子化するという現象(Ｗｈａｔ)は何をもって示せるのかを整理し、経営学の

視点からの問題提起として部品取引の変化の方向と開発の仕組みや企業間取引の変化

(Ｈｏｗ)についてワイヤーハーネス・サプライヤーの事例研究を中心に論じる。 
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第 1章 カー・エレクロトニクスの進化 

１．自動車のエレクトロニクス化  

本章では先ず、自動車へ電子部品が採用されることによる性能の向上とユーザーに提供

する利便性に着目し、近年の技術開発と実用化事例を体系化することを試みる。 

自動車産業におけるエレクトロニクス技術革新について整理した研究として、原(2005) 

(1)では多岐にわたる技術を｢安全性向上｣､｢快適性の向上｣､｢環境負荷の軽減｣､｢情報化｣の

4つの進化ベクトルで整理している。 

ガソリン内燃機関で車輪を回す原理の近代自動車が生まれ 100 年以上経過したが､1970

年代までは電子部品系ではスターター・オールタネーター(交流発電機)・プラグ等の着火

装置や灯火が主要なものであった。エレクトロニクス化の端緒は 1976年の「マイクロコン

ピュータ搭載のエンジン点火時期制御装置」と指摘される。 

各自動車メーカーにとって燃焼効率の向上はエンジン性能面・経済性で重要な課題であ

るが､不完全燃焼によるエネルギーの非効率的利用や NOx 削減という排気空質クリーン化

技術開発だけでなく、温暖効果ガスを「IPCC気候変動に関する政府間パネル」が掲げた CO2

抑制レベル 550ppm 要請、および EU との CO2自主削減目標の 2008/2009年新車登録平均排

出量 140g/km達成のためにはガソリン内燃機構のみでは対応困難で、根本的なパワーリソ

ース転換策としてハイブリッド車(ＥＶの併用)や燃料電池の普及実用化に向けての取り組

みが要請される。 

図.1-1 各種エンジンの温室効果ガス排出量比較[出所：みずほ情報総研] 

 

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/WORD/20060418/116210/�
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   ２．なぜ電子化が進んだのか 

自動車のエレクトロニクス化についての前述既存研究の類型に準じ、なぜ電子化が進ん

だのかをユーザーや社会の利便性向上・経済合理性の点から述べ、それぞれに対応する

具体的な新技術開発や製品化事例の取り組みについて以下整理してみる。 

①安全性向上：クルーズ・コントロール技術(ずっとアクセルを踏みっ放しでなくても

良い)の応用でアクセル・ブレーキの連動、エンジン出力信号制御技術が発達し、自動車

庫入れやアラウンドビューモニターといったセンサリング・画像処理技術、車間維持支

援(赤外線･ミリ波レーザー･映像情報の統合処理)等の応用用途が多岐化している。 

オプショナル・システムとして既に高級車種に「斜線逸脱防止・横滑り防止装置」、  

「クルーズ・コントロール(車速制御･車間距離制御)」などが実用化されている(2)。   

予防安全システムの骨格は、危険の顕在化を感知し運転者に警告する ⇒衝突回避を支援

する ⇒衝突が不可避な場合被害を軽減するといった段階で各機能のセンサーや車輛挙

動制御で体系化され､「生物のアナロジーで言えばマイクロコンピュータ(脳)とセンサー

(五感)とアクチュエーター(手足)と通信手段を車載 LAN(神経系統)で結び付けた大規模

統合システム」(3)として各機器(部品)と制御システム(ＭＰＵチップ＋配線系統)の進化

が自動車の進化の基本的な骨格と指摘されている。例えばトヨタ・デンソーの「プリク

ラッシュ・セーフティ・システム」では画像センサ・ミリ波レーダー・レーザーレーダ

ーにより検知した車間情報や白線からの逸脱、対向車のセンターラインはみ出し、交差

点での前側方車両情報などをディスタンス・コントロール ECU(車載マイコン)で統合処理

し、衝突の可能性が高いと判断した場合、衝突警報 ⇒ブレーキアシスト(車体制御と連

動) ⇒シートベルト巻取り、エアバック作動制御、ヘッドレスト位置調整(むち打ち症

対策)といった機能が開発されている。 

②快適性(操作性・利便性)向上：手動機構が電力によるモーター駆動に置き換わった事

例が’80 年代以降現れた。「パワーステアリング」･「パワーウィンドゥ」・「リモコンミ

ラー」に始まり、ステアリングへのクルーズ・コントロールユニット組込みや、座席の
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ドライバーズポジション自動調整、ミラーへの方向指示器の組込みなど多機能化が進む

につれ、瞬時に高電圧の要求される駆動モーターへの対応で電力用量の増加傾向が著し

い。車内で音響オーディオや映像（後部座席でのＤＶＤモニター等）は快適性向上事例

と解釈できるし、カーナビゲーションによる目的地情報検索やＥＴＣによる高速料金収

受システムなどは利便性向上の側面でユーザーに価値を提供している。 

また旧来起動電源(スターター・オールタネーター)やプラグ着火および灯火の用途で求

められてきた電源が、パワー電源として利用される用途も多岐化すると同時に消費電力

量も増大の一途を辿っている｡特にハイブリッド車や燃料電池車では内燃機関の代替と

してモーター駆動電源用の 280V 回路が既存 12V配線系統と並存することとなる。(4) 

③｢環境対策｣：ガソリン内燃機関以外の動力による CO2や NOx対策､燃費向上が前面に出

ており､environmental consciousness がユーザー購買時の重要な選定要因となる現実の

他に、実は上記②の技術はハイブリッドの電気モーター併用から始まった。始動時や高

出力運転時はエンジンが作動しているが、モーター切換え場面でメカ出力が利用できな

い場面(上り坂でのブレーキなど)を電子制御でアシストする機能から応用的用途が展開

していった経緯がある。 

④｢情報対応｣：車内では各種制御･センサー信号伝達での連動を司る機能が進化する  

一方、近年車外との情報のやりとりとしてカーナビ情報送受信・ＥＴＣ、さらには渋滞

情報(道路交通情報)の双方向的やりとりや､社会インフラ整備と連携した安全対応用途

(神奈川県での Sky Project では学校付近でナビへのスクールゾーン警告表示や出会い頭

での注意喚起といった情報利用)が実用化に向け実証実験段階にある。 

上記の各観点が自動車のエレクトロニクス化の主要動機として挙げられるが､各機能

の発展は相互に関連しつつ､時に複数の目的達成・ユーザー価値の向上を実現している。 

｢エレクトロニクスならではの機能｣と｢メカ作動機能の電子化｣という視点からは、 

上述の通り情報を信号に置き換え伝達･制御するプロセスは電子技術ならではの応用機

能であり､外部との双方向的な情報通信機能も電子化により達成可能なものと言えよう。
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他方、主にモーターを駆動して動力を供給する諸機能(パワーステアリング・シートパワ

ースライド・パワーウィンドゥ等)は手動あるいはメカ操作が電子制御で代替されユーザ

ーの利便性が促進された事例との分類も可能である｡ 

また日経 Automotive Technology 編による「カーエレ用語辞典」の分類では下記の分

野で関連技術のテクニカル・タームを整理している。(5) 

1).エレクトリック・カー関連：ハイブリッド車､電気自動車､燃料電池車 等 

2).ドライブ･アシスト関連：エックス・バイ・ワイヤ､電動パワーステアリング等 

3).安全技術関連：プリクラッシュ・セーフティ・システム､車載センサー､車線検知 

カメラ､歩行者認識システム等 

4).Human Machine Interface関連：多重表示液晶ディスプレイ､有機 ELパネル等 

5).インテリジェント・カー関連：渋滞予測､車載情報端末､カーナビ連動車両制御等 

6).車載 LAN と ECU関連：電子制御ユニット(ECU)､車載ネットワーク 等 

これらのキーワードの中で、補足的に注視すべきは「エックス・バイ・ワイヤ」：機構を

用いず電気的にステアリング操作やブレーキング操作を行う技術。(中略)大きなメリット

といわれているのが、ソフトウェアによる制御の幅が広がること。例えばブレーキをバイ・

ワイヤ化すれば、現在は複雑な機構が必要になるＡＢＳ(anti-lock brake system)や横滑

り防止装置なども、制御ソフトだけで実現できてしまう。その他機構部分をなくすことに

よる軽量化や、油圧配管がなくなることで工場での組み付けが容易になるという製造工程

上のメリットもある。 

以下第 3節では、いくつかの指標を挙げ、自動車のエレクトロニクス化の動向を示す。 

 

３．自動車の電子化の進展度計測 

何を以って『自動車の電子化』を測れるかについては、下記の指標が挙げられるだろう。 

(1)自動車の原価に占める電子系製品の割合 

(2)電子機器数(マイコン数) 
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(3)回路数(接続数)・電線総長 

 (4)総電力用量 

(1)の自動車の原価に占める電子系部品の経年変化については、自動車の構成部品のカテ

ゴリー別出荷金額のデータを(社)日本自動車部品工業会の統計(6)をもとに分析すると、 

以下の２点が読み取れた。 

図.1-2 品目別年度別自動車部品出荷金額 

出所：(社)日本自動車部品工業会｢品目別年度別自動車部品出荷金額｣統計より筆者作成 
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①情報関連部品に分類される｢ナビゲーション・システム及び関連機器｣･｢ETC(ノンスト

ップ自動料金収受システム)車載器｣･｢その他の車載用情報機器(テレマティックス関連機

器など)｣の数値が､平成 14 年度より追加され(平成 13 年度までの取引はなかった)、   

平成 17 年度出荷額では約 8 千億円規模の取引市場が確立した(出荷額統計内の各分類割合

の約 3.7%)。 

②｢車体部品｣分類での出荷額は S.63 年比で 27.2%から H.19 年には 23.0%(約▲4.2%)､ 

同｢エンジン部品｣(17.1%↓15.9%)、｢懸架・制御装置部品｣(8.7%↓5.8%)と総出荷額中の割
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合を低下させた。これに対し｢電装品・電子部品(天下燃料制御コントロール・ユニット、

スターター、オールタネーター等)｣は 6.3%から 9.9%(+3.3%)や｢計器など電気電子部品｣

の部品分類では出荷額シェアは 12.9%から 15.1%(+2.2%)と相対的に増加している。 

計器など電気電子部品分類のうちワイヤーハーネスは全出荷額の約 5.5%を占めている。 

品目別の割合変化は大きくない様に見えるが､各構成部品の担う機能は従来の製品全体

(車両性能)と密接な関係があり､従来機能で量産してきたサプライヤー各社がその質的変

化を担う事が主流であり、既存のメカ部品が電子制御技術を組み込んだ部品に置き換わる

という現象から大きなシェアの変化は生じにくい｡ただし製品分類上、あるカテゴリーに分

類される品目が電子制御モジュールと一体化したり､ある部品の担い手が従来のメカ系サ

プライヤーから電装系サプライヤーに入れ替わった場合はマクロの出荷額シェアからでは

読み取れない。 

サプライヤーの出荷額とコストダウンの関係について言及するならば、当然サプライヤー

各社は絶えず自動車メーカーから改良・新機能追加とコストダウン努力を求められ、その

要請に応える努力を続けており、取引品目・点数が増えても直接的に売上高や利益が急激

に伸びる訳ではない。逆に各部品生産を担うサプライヤーが技術革新進展度の差はあって

も同様のコストダウン努力をする中で、前出荷額ベースでの割合が 2～3%増減するという

現象は自動車そのものの質的変化の方向性を示唆するものと理解すべきではないだろうか。 

(2)の電子機器の増加については、前節でも述べた通り、各機器部品レベルまで含めると

膨大な電子機器が随時、装備されている。その全てを網羅する事は困難なため代理変数と

してマイコン数に着目し、同一車種での時系列変化をトヨタのクラウンで例示すると下記

の図の通り、1990年以降モデルチェンジごとに約 1.5倍のペースで増加している。 
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図.1-3 マイコンの搭載数データ[重松「進化し続ける自動車のエレクトロニクス」，『日経エレクトロ

ニクス』，2005 年 6 月 20 日号より] 

 

(3)の電線総長・回路数・端子(接続)数に関しても、やはり増加傾向にあり、2008年の SEI

社へのヒアリングからは、車種・グレードによるものも、高級車では 1台あたりハーネス

は束ねられた細いものまで含め 457本、総延長は約 3km、総重量は約 50kg であるという。 

回路数は約 1,000 回路、端子数は約 900 箇所、ただし近年は複数の制御回路をまとめた  

接続箱である「ジャンクション・ブロック」を前方・後方に配置、ブロックから個別機器

へ分岐する事で回路数は集約する工夫がなされている。一方フェールセーフの観点から最

適数量に反し複線的回路を確保する安全設計の要請から、さらに回路数が増加している。 

(4)の総電力容量に関しては、メカ主流の機構では 12V～42Vでは 10キロワット未満であ

った電力需要は、ハイブリッド車ならびに電気自動車では 50～200キロワットとなってい

る。『電力需要に対応するためには電源ケーブルは太くなる一方で(中略)ハイブリッド車の

場合ケーブルの太さを 100 アンペア級に抑えるために、電源を低損失コンバータによって

600 ボルトにまで昇圧している。(7) 
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 図.1-4 電力需要動向(発電ピーク時)[出所：志賀(2008)｢自動車用鉛電池の開発動向と 42Vシステムの

展望｣『自動車用大容量二次電池の開発』p.171より] 

      

(1)原邦彦『進化する自動車』著者はデンソーの取締役基礎研究所長等を勤めたエンジニアでエレクトロニクス･制御

技術と社会インフラ整備に関する方向性を示している。 

(2) アダプティブ・クルーズ・コントロール、車線逸脱警報装置等の取組みに関しては､横浜国立大学経営学部「自動

車産業経営論」2008 年 5 月 19 日の日産自動車㈱社会･ﾌﾛﾝﾃｨｱ研究所 山ノ井所長の講演および Bosch 社製品ｶﾀﾛｸﾞ

等の情報を参照。 

(3) 前傾同書 p.4より引用。 

(4)旧来の電気回路は12Vだが､現在のハイブリッド車動力用ハーネスは280Vと高電圧で人体が接触すると危険なため､

被覆や事故時を想定した安全対策も必要となる。特に米国では 80km/h衝突試験などの安全基準も設けられている｡ 

(5) http://techon.nikkeibp.co.jp/word/column/carele 2009/02/03参照。 

(6) 工業会出荷統計には自動車メーカー本体で製造を担当する車体のﾌﾟﾚｽ成型･塗装等の数値は含まれていない｡また

同工業会に加盟していない新規の取引先(旧来の機械部品を中核とするサプライヤー以外)で､大手家電産業やソフ

ト開発業者との取引の趨勢は反映されていない｡なお品目の分類区分は経済産業省の工業統計データの産業中分類

に準拠している。 

(7) 前傾同書 p.73より引用。 

 

 

http://techon.nikkeibp.co.jp/word/column/carele�
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第 2 章 部品取引と開発の仕組み変化 

１． 自動車産業における開発に関する先行研究と本研究の分析枠組み 

自動車業界については 1980 年代以降多くの研究があるが、主には日本の自動車メーカー

の部品取引とモデルチェンジ時のメーカーとサプライヤーの共同開発をめぐる仕組みが、

競争優位として欧米メーカーに比して良好なパフォーマンスに繋がる点を論証した研究が

多い。(浅沼,1990;藤本、1994;武石,2003) 

また自動車産業のように部品間の相互関係が複雑で、各部品・ユニットの擦り合わせや

統合度が全体の品質機能に影響するインテグラル型の開発パターンと、電機・電子産業の

ように製品全体のシステム設計とインターフェースを明確化・標準化すれば個別部品要素

技術は独自に進化するとするモジュール型開発(ボールドウィン,2002)を比較分析する研

究もある。 

本研究の主要な課題は「電子化する自動車」で、従来のメカ部品の集合としての自動車の

開発にエレクトロニクス部品が多用されることで、典型的なインテグラル型とされる自動

車の開発のパターンが変容するのか、あるいはエレクトロニクス化の進展によりモジュー

ル型でもない新たな開発パターンが観察されるのかという点で、先行研究の部品サプライ

ヤーとの共同開発メカニズム分析や、産業による協業パターンの整理を踏まえておくこと

は意義があると考える。しかしモジュール型・インテグラル型の類型に関し、実務の開発

エンジニア・マネージャーからは両方の特性が認められるという見解が多く得られた。 

また「既存技術の改善に留まらない、自動車を構成する新しいコンセプトの部品や新しい

要素技術を開発するための先端技術開発の分野でも、自動車メーカー・部品メーカー間の

協業が強化される」点を指摘する研究もある。(近能,2008) 

旧来の起動・着火や灯火の電源を 12Vで配線し、動力は内燃機関、各機器の作動はメカニ

カルな部品機構という仕組みの自動車から、モーターやセンサー部品を多種搭載し駆動・

電子信号制御のために大量の電力用量と配線を必要とする車へ、さらには動力供給自体が

大容量二次電池とモーターによる電気自動車(その移行段階に位置づけられたハイブリッ
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ド車)に変容する過程で、メカニカルな部品がパワーデバイスに置き換わり、場合によりエ

ンジン関連機構そのものが省略され、部品点数が一万点近く削減されるとの指摘もある。 

今までの取引関係で扱ってきたメカ部品をエレクトロニクス化の方向で強化してきた 

デンソーのような主要サプライヤーもあれば、ＥＣＵと関連回路の分野で新規に参入して

きたルネサス・テクノロジーやＥＴＣ機器を取り扱う家電メーカーとの取引などが増加し、

個別要素儀技術の進化とそれを新しいコンセプトとしての自動車にどのように活用し、 

顧客の利便性・安全性･快適性を実現するための開発活動は複雑多岐化している点は間違い

ないであろう。(本研究では二次電池や電子制御回路等の個別開発への言及は行わない。) 

本稿での分析の枠組みは、上記の先行研究をふまえ、以下の 2 点を主要な機軸とする。 

(1)主要構成部品の要素技術開発と全体性能向上のための全体設計との開発での役割分担。 

例えば、コア部分の標準化(プラットフォーム化)をベースに、個別アプリケーションは 

各部品サプライヤーの要素技術開発に負うという構図で、外部の「知」を体系化出来るか、

安全性・操作性・快適性などの新たな付加価値を車に体言できるかについてはメーカー  

主導の統合能力が問われるという理解が業界では共有化されつつあるとの指摘がある。 

元来自動車はメカとエレクトロニクスの組合せであるため、個別部品・回路の作動による

全体の制御や乗り心地といった定量化が困難な評価項目についての情報の収集とフィード

バック、それに伴う擦り合わせに関しては、自動車メーカーが責任を負う。ただし個別専

門領域について、全ての分野の開発をアッセンブラーであるメーカー側が直接分担する事

は非現実的であろう。さらに電子部品の動作環境や安全性に関しては、自動車メーカーは

非常に慎重であり、ある意味ローテクでも良いという設計思想についての意見もある。  

ある制御回路の不具合や配線ミスが事故に繋がることを防ぐため、スペースや効率性面か

らは無駄でもフェールセーフ回線を設けているし、衝突回避システムへのレーザーやミリ

波センサーについても、汚れや衝撃による感知精度が落ちないメンテナンスの工夫なども

行われている。また高温や振動の激しい作動環境下での、破損や誤作動を極小化する耐久

性実証データが求められ、デリケートで最新の高性能電子部品よりも、過酷な条件化でも
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確実に作動し、耐久面で信頼性のある部品を求めるからである。このように複雑多岐化す

る開発シーンにおいて、自動車メーカーと個別要素技術開発を担うサプライヤーとの役割

分担はどのように変化しているのかに焦点を当て分析を進める。 

(2)上記の全体設計と要素開発の役割分担の議論を展開し、エレクトロニクス関連部品で

のモジュール型開発は進展しているのかについての検証。 

モジュール化に関しては、インパネ周りの｢コックピット｣、「ヘッドライニング」、「フロ

ント」など、できるだけひとまとめにする取り組みは既に行われている。ただしメーカー

によっては安易に外注することで関連技術のブラックボックス化に危惧を抱く企業もある。

ある意味では自社で作れるがサプライヤーへの外注の方が安いという姿勢のメーカーと、

開発技術・コスト管理でメーカーに優位性やコントロール権がなく、お任せ丸投げに近い

姿勢のメーカーに二極分解する可能性も指摘されている。 

サプライヤー側も多数の同業者が個別バラバラに活動するのでなくモジュール化で大同

糾合し(あるいはファンドの下で買収再編され)寡占化することで、多くのメーカーに対し

て強い価格交渉力を目指すメーカー依存からの脱却体制の模索も行われている。 

そこではメーカー、サプライヤー双方にとって、どのような経済合理性のもとに開発の 

『分業と協業』が行われ、その変化はどのような方向性で進むのかを明らかにしたい。 

今回の調査分析は、自動車関係の主要な専門誌の調査、業界団体統計の定量的調査と同時

にサプライヤーへのヒアリング対象として、ワイヤーハーネス企業 2 社を選んだ。なぜ  

ワイヤーハーネス事業に着目するかについては、自動車のエレクトロニクス化にともない､

電子機器の使用が多様化し､付加価値ベースでウェイトが高まる点 、全体設計を司る自動

車メーカーと個別機器を開発する各機器サプライヤーを繋ぐ役割を担い、両者の開発･製品

化に深く関わる立場にあるのではとの理由にもとづき、独自の改善提言で全体の VE に大

きく資すると期待されるからである｡ワイヤーハーネスビジネスのグローバルプレイヤー

としては、今回調査したＡ社：業界シェア約 30%、Ｂ社：約 23%、の他米国Ｄ社：20%と

いう寡占体制で、あらゆる自動車メーカーの要求に世界中の拠点で対応している。 
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ワイヤーハーネス・サプライヤーへのリサーチクエスチョンとして以下の項目を設定した。 

(1)電子部品接合の多岐化や高ボルト､高アンペアの容量増加に対応して、取引は量的・質

的にどのように変化したか？ 

(2)電装部品というカテゴリーでは、扱う品目は増加しているのに、出荷額では大きな  

シェアの変化が認められない。旧来の部品が質的に変化しているのか? 

(3)製品開発を各作動部品レベル･電力要量･トータルの製品(自動車の操作性や安全性)の 

3 つのレベルで捉え､各関係者間の要素技術開発と技術統合･機能評価のプロセスは密接

に関係し共同で開発を行っているのか？ 

取引の定量的データについては、車種等で品番管理は複雑化し、経年変化を捉えるのは 

困難であり、いくつかの代表的指数を第 1 章のデータ分析に盛り込んだが、本章では開発

に関わる分析機軸にもとづき、ヒアリングから得られた定性的な分析を、以下論述する。 

２． ワイヤーハーネス事業とサプライヤーA 社の取り組み事例(組織と開発の方向性) 

自動車のワイヤーハーネス配線イメージと個別ケーブルの分岐状態の例を以下示す。 

                              

 

[出所：http://www.yazaki-group.com/products/cars/index.html] 

ワイヤーハーネス(Wiring Harnesses)とは｢自動車用組電線｣で、自動車に必要な電線や 

情報回路をコンパクトに束ねた、いわば車の神経・血管にあたるものである(ハーネスの語

源は｢馬具のうち､引き具(馬の轡･手綱の革帯)｣と言われる)。 

図．２－１ 図．２－２ 
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主要用途はバッテリーからスターター・オールタネーターへ電源分配、エンジン着火・  

吸気系制御(エアロフローター電子スロットル、吸気センサー、フュエルモジュール制御、

インジェクター、カム角センサー、着火プラグ、エアー・フュエルセンサー等)､計器表示

及びブレーキ等各制御系機器との連動、灯火(フロント・フォグ・リア・ルーム・トランク)

電源供給、リモコンミラー、パワーウィンドゥ、スライドシート等モーター駆動機器へ電

力供給といった基本機能の他に、エアバッグ回路(高級車では数個)、ETC・オーディオ・

ビジュアル機器等オプション部品回路等複雑多岐化している。 

ワイヤーハーネス分割の仕方は、主に①エンジン、②インパネ、③ドア(2～4)、④ルーフ、

⑤フロア、⑥トランクといった部位で分割され、移送･装着が簡易化されるように工夫され

ている。(高級車では 1 台当りハーネスの総延長は､束ねられた細いものまで含め約 3km､

総重量 50kg 程になる)。 

A 社はこのワイヤーハーネスを 1941 年から生産・販売を行ってきた。今後、電動部品  

のみならず情報通信機能の車載にともない接続箇所数や動力伝達・制御回路は益々増大の

一途をたどるため、オプティカル・ワイヤーハーネス(光情報通信用ケーブル)への着手も

進め、過酷な配索･動作環境での信頼性確保など、その技術と実績は国内はもとより各国の

主要自動車メーカーから高い評価を受け現在では世界トップクラスのシェアを誇っている。 

 Ａ社の組織は、国内組織は｢自動車機器｣・｢生活環境機器｣・｢管理｣の３部門で構成される。

自動車機器部門の下に「部品･電子生産本部」、「コンポーネント ビジネスユニット｣、  

「自動車機器計器本部」、「自動車機器ワイヤーハーネス(以下Ｗ/Ｈと略)生産管理室」、  

「計装本部」､｢自動車機器技術開発室｣、｢ソリューション事業室｣｢自動車機器生産技術室」、

「自動車機器 W/H 統合システム室｣、｢自動車機器企画室｣および『トヨタ』、『本田』、   

『ルノー･日産』、『いすゞ』、『スズキ』、『FORD』、『ﾀﾞｲﾑﾗｰ･ｸﾗｲｽﾗｰ』、『三菱』、『富士重工』

の 9 社専門「自動車機器ビジネスユニット｣がある。 

上記３本部の下には、各工場･製作所と営業部署が配され､｢自動車機器 W/H 生産管理室｣

の下には工場･製作所とグローバル拠点ごとの生産統括部が配されている。 
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また､例えば｢自動車機器トヨタビジネスユニット｣の下には「営業統括部」、「品質保証統

括部」、「W/H 生産統括部」、「W/H 設計統括部」が、営業第一統括部の下には｢レクサス営

業部｣といった展開となっている。  

 Ａ社の省線化の取り組として、①より細く、②より短く、③より軽く、を目指し材料開発

や回路設計のほかターミナル、ネットワーク化の工夫改善が進んでいる。通信系では光フ

ァイバーケーブルも使用されている(コストは高いが軽量化には有効)。 

開発の方向性として、Ａ社は重点的な取り組みとして以下の３点を挙げている。 

1).『快適・利便性』（ナビの応用での渋滞情報、盗難防止→信号や映像を携帯電話に通知、

PC 用他 100V コンセント使用環境→ ワンボックス車では既に一部導入済)  

2).『安全』：センサー類や制御回路等アクティブ・セーフティ対応｡(但し､車両単体での開

発意外に社会インフラの整備が必要) 

 3).『環境』：解体し易さ、交通渋滞情報の車外との通信による CO2排出コントロールや 

ハロゲンフリー：環境面対応として塩化被覆材不使用（ポリオレフィン系難燃材への転

換)の方向に取り組んでいる。(8) 

Ａ社の取り組むワイヤーハーネスと機器によるシステムのビジョンを下記図で示す。 

   EEDDS: Electrical/ Electronic Distribution and (info) Display System 

 

メーター 
車とﾄﾞﾗｲﾊﾞｰをつなぐ 

 

ワイヤーハーネ

 
機器間をつなぐ 

   

 

情報関連機器 

車両とインフラをつな

 

 

ヒューマン・マシン 

インターフェース 

ネットワーク

 

モジュール

 

生活環境機器 
人とくらしをつなぐ 

 

(出所：Ａ社資料より筆者転用) 

電源システムスリム化 

図.２－３ 
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３． ワイヤーハーネス・サプライヤーＢ社の取り組み(実際の開発事例) 

Ｂ社のセグネント別事業品目は、以下の５つの事業・品目に分類される。 

(1)「自動車」：ワイヤーハーネス、ハイブリッド車用高圧ハーネス、コネクタ(車内)、   

同軸コネクタ(車外マルチメディア機器接続用)、ハロゲンフリー電線ジャンクション・

ブロック、リレーボックス、燃料・オイル系各種ホース、センターモジュール（インパ

ネ）､車輪速センサー、防振ゴム、車載カメラ 

(2)「情報通信」：光ファイバーケーブル、光通信用モジュール・デバイス、管制システム 

(3)「エレクトロニクス」：ＰＣハードディスク電線材、フラットケーブル(電子機器内部

配線材)、同軸ケーブル(高伝送・シールド特性)、ハロゲンフリー電線保護 

(4)「電線・機材・エネルギー」：高圧電力用電線・ケーブル、銅荒引線、交通用・産業用

給電線、マグネットワイヤー(高効率モーターコイル用)、光学材料(センサー用等)、電

極用金属多孔体  

(5)「産業素材」：切削・耐摩耐衝撃工具(超硬工具､合成･焼結ダイヤモンド刃先)、レーザ

ー用光学部品(ミラー、レンズ等)、大型構造物用ケーブル、スチールコード(ラジアル

タイヤ)、焼結(粉末冶金)機械部品、液晶関連モリブデン・タングステン材料等 

 Ｂ社のエレクトロニクス化に伴う開発・製品化の取り組み事例を以下 3件挙げる。 

事例①エアコン配線：メーカーからの指示は ｢5 段階切換え可能なエアコンに○○アン

ペアの回路を何回線｡インパネやボディーの寸法は図面の通り｣という仕様で、ハーネスや

エアコン機器の詳細は各サプライヤー任せられる。実際の開発設計は制御信号の通信規格

というインターフェースが、電気信号の入出力面で規格(全体設計に従った指示)通りであ

ればモジュール内での創意工夫はサプライヤー任せのものづくりと言える。当然試作のハ

ーネス動作確認時点で○○アンペアとの規格指示が実態に適合しない場合は全体設計者で

ある自動車メーカーの責任で変更が生じる。しかし他方車種やグレードにより回路数やハ

ーネス寸法が多用であり、標準部品では対応できない比率が高いという面からはモジュー

ル型開発が可能とは言い切れない一面もある。また接続箇所 AC1,AC2,AC3とフラットケー
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ブル WH1,WH3,WH2が捩じれで対応する場合は事前にサプライヤー同士で擦り合わせた。 

事例②｢高機能エンジンカバー｣の開発：吸音材の発砲ウレタンにレゾネーター(凸形状)

やクサビ構造(洗濯板状)表面処理を行うことで、エンジンルームという高温部位で使用さ

れるカバーの吸音性能と遮音範囲が向上したケース。 

事例③｢電気式アクティブ制御エンジンマウント｣の開発：振動するエンジンの固定部分に

設置していたゴム防振機構を｢電磁アクチュエーター(逆波動発生の制御信号で振動騒音の

波動を軽減する)｣により振動･騒音を抑制する製品を開発した。 

②の事例ではＢ社の電子制御技術と素材のゴム工業サプライヤーとの共同開発、③の事例

では自動車メーカー、電子制御機器サプライヤー、ドライブトレインサプライヤーによる

量産化といった技術のヨコ方向展開のケースである。個別の技術(例えば電気的に逆波動を

生み出す技術自体は昔からあった)と素材加工をコーディネートするきっかけはメーカー

の仲介で成されたが、きっかけはヨコの情報交換であったという。「情報の共有･ヨコ展開

の場」は上記の個別提案のヒントとなり、個別機器サプライヤー社とＢ社による共同開発

等を促す仕組みとして｢自動車メーカー主催車内展示会｣等の”場”の設定が技術情報のみ

ならずメーカー側の潜在ニーズを発掘するのに有効な機会となっていると開発担当者は指

摘する｡ 

サプライヤーによる技術開発と自動車メーカーによる機能評価のプロセスに関しては、 

「基礎技術開発」、「試作車開発」、「量産段階」に分けられ、基礎技術開発により部品サプ

ライヤーにより実現された技術が、試作車開発により自動車としての具体的な形となって

他部品との統合、機能評価という形で現れ、それが量産段階を経て性能確認へと通じる。

このプロセスでメーカー・各サプライヤーは、機能・制御・納まり(施工性)・耐久性等 

多くの項目での評価データがやり取りされ、試作・量産段階で改良が施された後、さらに

市場の評価もフィードバックされ、次世代の機能性向上の目標値として活用される。その

過程での期間は長く、エンジニア他、各レベルでの接触機会は緊密で、新規参入は容易で

はないともされる。(9) 
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４． メーカー･サプライヤー間の開発変化の方向性 

前節のヒアリングから得られた、エレクトロニクス化の進展に伴う自動車メーカーと 

ワイヤハーネス・関連機器サプライヤーとの開発事例における関係変化の傾向として、  

以下 2点が挙げられる。 

(1)『プラットフォーム(非競争領域)は標準化、個別アプリケーションで差別化』 

(2)『まとめて任せる(サブ・モジュール化)』 

開発アーキテクチャはモジュール型(全体設計を司る役割のプレイヤーがいる、インター

フェースが標準化している)か、それともインテグラル型(擦り合わせを要する)か、につい

てヒアリングからは、次世代車種での仕様やトータルの設計は、自動車メーカーの各機器

設計担当者が行うという意味ではインテグラル型開発であるが、次世代装備情報の仕様は

個別要素技術の多産を促すという観点からはモジュール的であるとの示唆が得られた｡ 

ワイヤーハーネスの開発事例では、基本的な配線回路設計はプラットフォームで、ある程

度標準化可能なベース回路は共用化できるが、車長･車幅以外にインパネのデザインや  

ドア・シートの配置・箇所数やグレード・仕様により機器･センサー類の数、前述各種オプ

ション機器の有無によりハーネスの長さや分岐の要求が異なり､標準化と反する個別対応

も求められる。特に安全に関する諸機能としてのエアバッグや各種センサー制御は標準装

備化しやすい半面、ハイグレード向けの衝突回避や車線逸脱防止装置等は一般仕様には用

いられるケースはまだ少ないため個別対応とならざるを得ない。 

前述の通り、自動車のエレクトロニクス化の進展に伴い、電子系部品を中心とする組立形

態はインターフェースの標準化が進み、モジュール化が顕著になる傾向にある。また、    

エンジン関連部品、給排気部品、シャフト、ギア等の機構部品がモーター、インバーター

に置き換わることによりスペース的な制約も軽減され設計自由度が上がるとも指摘される。 

この事象はバリュチェーン内のサプライヤーとの分業形態にも変化を及ぼすと考えられる。 

研究開発から生産工程において、自動車メーカーが各部品の発注にあたり比較的少数の 

長期的関係にあるサプライヤーと擦り合わせ型でのものづくりに適した「統合コントロー
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ルされた水平分業」(10)から、必ずしも今までの系列取引によらない、より多様なデバイ

ス・サプライヤーと新しい要素技術の実用化を巡るトライアンドエラーを模索するオープ

ンな発注形態へと変化する可能性が高まると思われる。 

メイク・オア・バイつまり内製か外注かを巡っても「内部の競争力」と「戦略的優先順位」

により従来の発注基準から変化する方向性が伺える。例えば旧来のメカを得意とする自動

車メーカーにとって、個別のエレクトロニクス部品全ての個別要素技術は必ずしも内部で

の技術的蓄積が十分でない場合、付加価値部分が留保できなくても要素部品の進化を選択

することも必要となるかもしれない。また、自動車メーカーにとって限られたリソースを

どの分野に重点的に配分するべきかとの観点からも、全体設計やトータルの走りや乗り心

地あるいは安全性・耐久性を重視するならば、個別技術の開発に関しては、技術的に内製

可能でも外注する方向性も検討されるべきであろう。 

「まとめて任せる」外注形態は、上記の開発と発注の方向性が反映されエレクトロニクス

部品による実験的で多様な機能価値を探る取引へ展開するのではないだろうか。 

なぜ「まとめる」のかについては、部品が電気信号の規格で繋がり、電子制御される点が

理由として挙げられる。つまり自動車メーカー側がインターフェースと全体設計を明確化

すれば、個別要素技術での創意工夫は各サプライヤーに負うと同時に、電子回路で繋がる

統合度が、よりサプライヤーの業務領域寄りの開発では、メーカーがいちいち指図するよ

りも現場レベルでのスムーズな問題解決案が生まれる可能性も高く、かつその開発の成果

が付加価値(発注単価)という形で還元されればサプライヤー側の開発インセンティブも高

まると考えられ、結果的にメーカー側は性能面での成果が得られる。 

なぜ｢任せる｣のかについては、前節で挙げたＢ社他によるアクチュエーター開発の事例の

ように、サプライヤーが相互に連携し開発に取り組めば、そのコーディネートのメーカー

側負担も軽減され、メーカーは労力と資源を、本来取り組むべき総合評価やコンセプト設

計などの活動に振り向けられる経済合理性があると考えられる。 
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配線整理に関する取組みとしては、システム整理と同時に『ジャンクション・ブロック』

(多対多の回路を一つのボックス内で整理する機能)や『リレー・ブロック』により省線の

工夫がされており、ブロックまでサブ・モジュール化し、以降の個別分岐をグレードのス

ペックに合わせ個別対応する「おおまかな標準化と個別擦り合わせ」的な対応となってい

る。また個別電子機器(電動パワーデバイス等)の取り付け位置やホールドするファスナー

位置が１～２㎝ずれるだけで分岐ワイヤーの品番が増え、納まりや取り付け作業に関して

も、全体設計と整合性のとれるように、「擦り合わせ」が図面上も工程管理上も必要となる。 

そのためメーカーにとっては品番管理が煩雑となり、修理部品在庫の負担も軽視できない。

サプライヤー側でも多様な回路に対応可能な高いスペックで標準化し、使わない回路は 

「付け捨て」とすることは原価的に無駄があり悩ましいだけでなく、使わない回路の絶縁

処理が不十分で水分が侵入しリコール対象となった事例もあり、標準化のメリットや作業

の単純化と経済性・品質管理とのバランスをどこで取るかが現実的な対応となっている。 

車内の回路は基本的に電源･通信のための（入力信号）→（電源･情報分配ネットワーク）

→（出力）だが、1 箇所の障害で全体の電源がダウンしないように、車の左右分割による

効率性や安全面でのフェールセーフ回路、各所ヒューズなど複数系列設計がなされている。 

全体の統一規格化は可能か、という観点からはブレーキペダルからの信号がエンジン制御

やランプ点滅等と連動するケースでは信号処理のチップと回路が一体化するのは当然だが､

エアコンの温度センサー感知や調整信号が他の機能と連動するような関係では、無理に 

チップを統一しても開発プロセスが複雑化するし、万が一、一部の機器誤作動が他の機能

の安全性に影響するような回路の共有･統一化は望ましくない。基本的には入力と出力の機

器(マイコンチップ)間での信号通信規格だけ確保し､1対 1のインターフェースのシンプル

さが個別機器レベルでの多様な工夫改善の進化を促すと考えられる。 

ただし､あまりに機器同士の接続規格が個別ばらばらでは複雑多岐化するので、同機能機

器ではそれ以上複雑化させない、あるいはスッキリさせるためにモデルチェンジや電力要

量の見直しを機会として接続規格を整理する取組は行われている。 
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電圧は基本的に 12V だが、一部例外的に電動パワステや後輪駆動(E4 駆)用で 42V 系もあ

る。(電圧が高すぎると車内配線には危険性があり､42V でも人体に安全とのデータはない) 

ハイブリッド車の配線に関しては、独自の 280V 回路が既存配線系統と別に並存しており

安全(耐衝撃安全性確保と同時に、人が触れて感電する危険性を喚起)のため、オレンジ色

の分厚い被覆の１０㎝以上の幹線がスペースを占有しており、軽量化・省スペースが益々

重い課題となっている。また、今後のバッテリーやモーター等の個別要素技術の進化に伴

い、現在のハイブリッド車が移行過程の産物と位置付ければ、規格自体が暫定的と言える。 

自動車業界の競争と協調の方向性としては以下の構図を業界で共有している。 

    高度化・複雑化する車載電子制御システム 

 

   世界情勢 

 

(出所：Japan Automotive Software Platform Architecture, https://www.jaspar.jp/guide/background.html) 

図．２－４ 

図．２－５ 

https://www.jaspar.jp/guide/background.html�
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日系自動車メーカーやサプライヤーは年々複雑多岐化する開発の費用負担に喘いでおり

ユーザーのばらばらなニーズに各サプライヤー個別に対応するのでなく､ソフトウェアや

ベース回路といった「非競争領域」は標準化し、個別アプリケーションで差別化する競争

と協調の戦略で整理すべきとのコンセンサスが形成されつつある。 

JasPar 各部会での取組は､欧州統一規格に世界標準を握られないために、日本連合で規

格を一本化したいとの意向も作用している。 

｢自動車メーカー｣・｢機器サプライヤー｣と｢ワイヤーハーネスＡ社｣の関係としても前述

JasPar の枠組み｢自動車電子プラットフォーム化｣を受け、Ａ社・Ｂ社は｢自動車メーカー｣

のシステムと､各｢機器サプライヤーのサブシステムを理解し、つなぐ役割を目指している。 

 

ワイヤーハーネス開発に関してはＡ社・Ｂ社等が Tier.1 となるが、近年自動車メーカー

は全体設計と各モジュールのコンセプトや規格が合致するかを担い、サブ・モジュール以

下は専門家サプライヤー任せる傾向にあり、サプライヤーに期待される機能は、車両の電

源・情報のインフラ基盤のトータル・コーディネートで、全体システムも個別機能部品の

機能も理解し提案できるサプライヤーしか共同開発体制の中で生き残れないと考えられる。 

メーカーは実績のある特定少数サプライヤーまとめて任せる発注方針で、Ａ社・Ｂ社は、

コンセプト階からデザインイン参画している。 

情報のリエゾン役として自動車メーカーの開発担当部署に常駐するゲストエンジニアは、

開発初期段階からの共同開発が重要であるとメーカー・サプライヤーとも認識しており、

Ａ社の実態では各自動車メーカーへプラットフォームごとに合計 200～300 名のエンジニ

システム 

ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

機器サプライヤ

 
Tier.1 つなぐ 

Tier.2 つなぐ 

Ａ社 

Ａ社 

図．２－６ 自動車ﾒｰｶｰ 
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アを派遣している。彼らはゲートキーパー役で｢あの部署が○○の技術を欲しがっている｣

情報察知の役割を担うと同時に、キーパーソンとを繋ぐｋｎｏｗ ｗｈｏ力も求められる。 

早い段階からの共同開発への参画により、サプライヤーがメーカーから得られるものは

『次世代装備情報』、トータルの耐久性評価や操作性、乗り心地といった実証データもある。      

その一方、自動車メーカーから求められるものは『提案力』と開発者は指摘している。

提案能力とは仕様やコストを睨みながら｢既存の部品や組立方法に縛られない別の発想で

の作り方｣というＶＥ的発想と、｢既存の組み合わせでは生み出せなかった新たな機能や価

値を実現する。そのために新しい素材や要素技術の活用の仕方を模索する｣というイノベー

ティブな着想力と、前述の繋ぐｋｎｏｗ ｗｈｏ力という 2つの側面を持つであろう。 

提案の採択率は面談の回数や提案件数に比例するため、ダメでも工夫して提案を繰り返

すことによりヒットする確率を高める取り組みが重要とされる。 

 

５．本研究のインプリケーションと今後の課題 

 本研究での調査から得られたインプリケーションとしては、以下の諸点が挙げられる。 

(1) 従来、機械部品中心であった自動車がエレクトロニクス化し、「電子関連部品取引」、 

「ＥＣＵ部品装備」、「総電力用量」、「回路(ワイヤーハーネス)数」が増加しており、  

今後もその増加傾向はエレクトロニクス機器の技術開発に伴い進展すると予想される。 

(2) これらの電子化を進めた要因として、主に「安全性向上」、「快適性向上」、「環境負荷

の軽減」、「情報化」などが挙げられる。 

(3) 開発のアーキテクチャは、従来の摺り合わせの要素は残るものの、「プラットフォーム

は標準化し、個別機能部品（アプリケーション）での差別化」を競う構図となる。 

(4) モジュール型の開発が進む中、メーカーとサプライヤーの役割分担は、「まとめて  

任せる」方向性にシフトし、サプライヤーには全体設計も個別機器の進化も理解し、

なおかつ関係者を繋ぐ能力が求められる。 
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開発コストの分担と利益の配分は分業マネジメントにおいてはキーポイントであるが、

領域やセグメントにより複雑で、長期継続的な関係性をベースとしたメーカー・サプライ

ヤーによる共同開発体制が薄れ、電子部品取引に多く見受けられる機能ごとの分担やサプ

ライヤー側によるＯＥＭ請集中で標準化によるコストダウンが加速化すれば、今後デザイ

ンイン・擦り合わせ型の共同開発による Win-Win 関係は変化することが予想されるが、

本稿では実証データの収集は充分行っておらず、今後の課題となる。 

 また、本研究は現時点では、ワイヤーハーネス・サプライヤー2 社へのヒアリングで、

自動車メーカーの開発部署や個別機器サプライヤーへの調査による関係性の検討が十分で

はない。今後は従来の主要取引先以外の電気・電子企業(実は多くのエレクトロニクス企業

が自動車関連部門への売上が事業の柱となりつつある)にも定量的・定性的調査を行うこと

により、更なる展開を企図している。 

 

(8) Ａ社へのヒアリングは、2007 年 10 月 5 日に行い、自動車機器技術開発室 車載技術開発センター長、自動車機器

技術開発室 技術統括センター長、社長室 渉外部 部長より情報提供を頂いた。 

(9) Ｂ社へのヒアリングは、2007 年 11 月 8 日に行い、自動車事業本部 統合企画部 業務部 カスタマーリレーション

推進室 室長より情報提供頂いた。 

(10)垂直統合か水平分業かについての議論に関しては、2010 年 3 月の、経営研究所主宰の研究会にてＡ.Ｔ.カーニー

パートナー川原英司氏より「統合コントロールされた水平分業」との示唆を頂いた。詳細は『電気自動車が革新す

る企業戦略』(2009)p.60を参照。 
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