
3

『MITSUBISHI Concept GC-PHEV』 【世界初披露】

地球を愛し、地球を心おきなく楽しむために。
地球上のあらゆる道を安全に、快適に走り抜く新世代ラージSUV。

 

『MITSUBISHI Concept GC-PHEV』は、FRタイプのPHEVシステムを採用したフルタイム4WDの次世代

ラージSUVです。車名の由来である“Grand Cruiser”に相応しい、PHEVシステムがもたらす優れた環境

性能と力強い動力性能、電子制御フルタイム4WDをベースとした車両運動統合制御システム「S-AWC

(Super All Wheel Control)」による卓越した操縦安定性と走破性を実現。また、新発想のインターフェイス

システムや「AR *ウインドシールド」など、新たな試みに取り組んでいます。地球を大切に思いながら、

どこまでも安心・安全に走っていける、力強い走りを提案します。

* ・・・ AR (拡張現実)：Augmented Realityの略。ありのままの知覚情報に、デジタル合成などによる情報を補完し、現実認識を強化

　　　　させる技術。
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本格的なオールラウンドSUVに相応しい力強さと、
「先進感と安心感」を表現した堂々としたデザイン。

  

   

デザインの最大の特徴は、重厚感ある堂々としたボディと、安心感と開放感を併せ持つ先進的なクロス

フレーム・キャビンの融合です。エクステリアは、筋肉質な力強い面構成と躍動感あるシャープなラインを

融合させ、無垢の塊から削り出したような彫刻的フォルムを実現しました。フロントフェイスには、視認性

の高いデイタイムランニングランプ* を上方に、ヘッドライトをバンパープロテクター部にレイアウトすること

により、本格的なオールラウンドSUVの風格を持つデザインとしています。 また、フロントグリルには冷却

効果を高める可変式ルーバーを採用。ボディの随所にも積極的にエアロダイナミクス技術を採り入れた

デザインとしました。ワイドバンパーに沿わせた大きなリヤゲートは、斬新性と機能性を両立させ、

サブウインドウを採用して良好な視界を確保しました。

* ・・・ デイタイムランニングランプ：日中でも強制的に点灯されるライト。歩行者や他の走行車両の注意を喚起し、交通事故を未然に防止

　　　　するための装置。
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先進的な情報空間。クルマの可能性が、ここから広がる。

Bピラーレスのイージーアクセスが可能なドアが、広々したインテリアへ導きます。

インストルメントパネル上部には、ドアトリムに繋がる「ワイドマルチディスプレイ」、フロントウインドシールド

には、AR（拡張現実）技術を応用した「ARウインドシールド」を装備。また、室内中央には新アイテムである

タッチスクリーン式の大型インターフェイス「タクティカルテーブル*」を配置。先進的で個性的な情報空

間を乗員全員で共有する、新しいクルマの方向性を目指しました。

* ・・・ タクティカルテーブル：未知のルート情報を含め、多種多用な情報を乗員全員で共有できる大型モニター。



6 

モーター

エンジン

オートマチックトランスミッション

インバーター
燃料タンク

駆動用バッテリー

エンジンとモーターによるパワーを効果的に走りに活かす
FRタイプの新開発PHEVシステム。

『MITSUBISHI Concept GC-PHEV』は、本格的なオールラウンドSUVに求められる力強い走りを実現す

るPHEVシステムを採用しました。このPHEVシステムは、フロントの3.0L V型6気筒スーパーチャージド

MIVECエンジン、クラッチ、高出力モーター、8速オートマチックトランスミッション、リヤラゲッジスペース下

の大容量バッテリーなどで構成。走行状況やバッテリー残量に応じてEV走行とハイブリッド走行を自動

選択します。EV走行時には、トランスミッションを介して変速することで、低速から高速までモーター出力

を有効活用できます。また、ハイブリッド走行時はエンジン性能を8速オートマチックトランスミッションが

有効に引き出し、高出力モーターがサポートすることで、力強くゆとりあふれる動力性能を発揮。悪路で

の走行や大きな負荷のかかる牽引も苦にしません。さらに、PHEVシステムならではの優れたレスポンス、

滑らかな加速フィーリング、高級車並みの静粛性が走る歓びをいっそう高めています。

また、大容量バッテリー搭載によるユニークな機能である「100V AC電源（1500W）」は、車載コンセント

から交流100Vを最大1500Wまで出力することができ、アウトドアレジャーや非常時において、各種家電

製品等へ電力を供給することが可能です。目安として、一般家庭の電力消費量の約1日分相当、エンジン

発電を含めると最大で約13日分相当の電力供給が可能です。

FR タイプの PHEV のシステム構成
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車両運動統合制御システム「S-AWC」により、
4輪の駆動力や制動力を緻密にコントロール。

4輪の駆動力と制動力の制御を軸とし、「卓越した安定性」と「意のままの操縦性」を高次元で具現化した

三菱自動車ならではの車両運動統合制御システム「S-AWC」を、『MITSUBISHI Concept GC-PHEV』に

最適化させて採用しています。この「S-AWC」は、フロントとセンターに電子制御のLSDをもつフルタイム

4WDをベースに、モータートルクで後輪左右の駆動力差を制御する「E-AYC」を加え、4輪の駆動力を

緻密にコントロールすることで卓越した安定性をもたらします。路面状況やドライバーのモード選択に

応じて意のままの操縦性を発揮し、PHEVシステムと連動することにより、パワフルな走破性を実現して

います。さまざまな状況下で、安全・快適なドライブを可能にします。

S-AWCコントローラー

ABS／ASCコントローラー

電子制御センター LSD/
副変速機（Hi/Lo 切り替え）

電子制御フロント LSD

リヤデフレンシャル

E-AYC

車両運動統合制御「S-AWC」 システム構成
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コネクティッドカー技術 概念図

コネクティッドカー技術を独自にアレンジ。
情報ネットワークとつながり、連携して、乗員を守る。

先進の情報システムを活用したコネクティッドカー技術を搭載し、クルマと過ごす時間に大きな変化を

もたらします。走行情報を常にITネットワークにつなげ、周辺の車両情報や信号などの道路情報と融合

することで、ドライバーに交差点をスムーズに通過できるようにガイドしてエコドライブをサポートするほか、

車両情報を分析することにより、車両の異常・故障の前兆を早期に察知し、修理やメンテナンスをナビ

ゲーションします。さらに、「事故時緊急通報サービス」などのセーフティ・ネットとも連動する「事故被害

予測通報システム」も搭載し、常に安心・安全、便利で快適なドライブをトータルでサポートします。

また、コネクティッドカーとしての新たな可能性を追求し、新発想のインターフェイスシステムを装備しました。

AR（拡張現実）技術を利用した「ARウインドシールド」、室内中央にレイアウトされたタッチスクリーン式の

大型インターフェイス「タクティカルテーブル」などの新しい試みを採用しています。

 
車載通信機 DSRC

スマートフォン

センサー
周囲レーダー、赤外線カメラなどエンジン制御、ブレーキ制御など　　　　　　

制御 ECU

カーナビ／ディスプレイ車両情報ネットワーク車両情報ネットワーク

自宅・家電 充電インフラ
政府・地方自治体

コールセンタ ー公共サービス 社会ネットワーク データサーバー
（データ分析）

カーディーラー

路車・車車間通信携帯電話網

消防・警察など
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AR ウインドシールド

ドライバーの視線移動を最小限にする「ARウインドシールド」。

AR（拡張現実）技術を応用し、走行中に必要な情報をフロントウインドシールドに表示。前方の視界に表示

情報を並べることで、ドライバーは走行中に起こるさまざまな道路状況の変化を視線を大きく動かさずに

キャッチできます。表示される情報は、カーナビと連動した進路案内や、予防安全技術と連動する「車間

警報」「車線逸脱警報」等。さらにクルマとクルマ、歩行者とクルマの間の通信を利用した運転支援技術

を活用することで、交差点の死角から迫っている車両や歩行者といった、実際にはドライバーからは

見えない情報をガイドや警告として表示する「コーショントラッキング」を装備。ドライバーの瞬時の判断に

よる操作を可能とし、安全運転をサポートします。

「タクティカルテーブル」による情報のやりとりで
新しい楽しさを集める、造る、共有する。

室内中央にレイアウトされたタッチスクリーン式大型インターフェイス「タクティカルテーブル」は、コネク

ティッドカー技術でクルマの未知なる楽しさを広げる新しいツールです。一方的に情報を受信するだけで

なく、乗員が持ち寄ったドライブ情報を、スマートフォンをタクティカルテーブルに置いて「集め」、オリジ

ナルのマップやドライブプランを「造り」、さらにその情報を外部と車載通信機で通信することによって

「共有」する、といった新しいスタイルのカーライフを生み出します。これまでにない画期的な情報の

やりとりができる、この「タクティカルテーブル」から、クルマの新しい楽しみ方が大きく広がります。

タクティカルテーブル
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●オートハイビーム

●路車間通信
　利用運転支援

●可変配光
　( アダプティブヘッドライト)

●事故被害予測通報
●車両情報ネットワーク

●ドライバーモニター

●標識認識システム

●ARウインドシールド

●コーショントラッキング
●車間警報

●歩行者
　衝突軽減
　自動ブレーキ

●レーンキープアシスト付き CACC

●車車間通信利用運転支援
●歩車間通信利用運転支援

●誤発進抑制制御
●車線逸脱警報システム (LDW)

●衝突被害軽減ブレーキシステム (FCM)

OUTLANDER

MITSUBISHI Concept GC-PHEV

斜後方死角支援
通信利用運転支援

後方支援

その他

●後側方死角車両警報

●駐車支援
●レーダークルーズコントロールシステム (ACC)

MITSUBISHI Concept XR-PHEV

MITSUBISHI Concept AR

前方支援

先進安全技術 「e-Assist」

乗員をあらゆる角度から守ります。

『MITSUBISHI Concept GC-PHEV』では、予防安全技術「e-Assist」をベースに、先進の情報システムを

活用したコネクティッドカー技術と連携することで、前方支援、後方支援、斜後方死角支援によって、

全方位の安全性を徹底的に強化しています。

前方支援としては、高速道路などでクルマとクルマ、クルマと道路の間の通信からわかる他車の加減

速情報を共有することで、より緻密な車間距離制御を行い、渋滞緩和やエコドライブを促進する「レーン

キープアシスト付CACC（Cooperative Adaptive Cruise Control）」を搭載。レーンキープアシスト機能により、

疲労時などの走行車線からの逸脱を的確なハンドリング・サポートで防ぎます。他にも、カメラで道路標

識を認識して運転者に通知し、状況に応じてスピードリミッター制御も作動させる「標識認識システム」、

夜間にハイビームで走行中、歩行者や対向車が出現した際に車載カメラで対象位置を検知し、その

エリアのみを遮光してまぶしくさせない「アダプティブヘッドライト」も採用しています。

全方位の支援としては、フロントウインドシールドの上部に2個、Aピラーに2個、リヤドアの窓後方に2個、

リヤゲートの上部に2個の計8個の赤外線カメラを設置。これらでスキャンした精度の高い周辺状況の

画像処理により、夜間でも危険因子を瞬時かつ正確に察知し、予防安全技術と連携することで、障害物

や他のクルマが接近している際に迅速に警告する「Night Eye（ナイト アイ）マルチアラウンドモニター」を

採用しています。
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他にも以下のような多くの機能を搭載しています。

歩行者衝突軽減自動ブレーキ
夜間などで前方歩行者が見えにくい時でも、カメラやレーダーが察知して衝突の可能性を警報。

さらに自動ブレーキを作動させることで事故の回避や被害の軽減を促します。

後側方死角車両警報
走行中に後側方の死角領域に接近する車両があった場合、ドライバーに警報を発し、衝突を回避します。

後退しながら車庫から出る際に、接近する車両などを検知して警報を発する機能も搭載しています。

路車間通信利用運転支援
クルマと道路との通信システムを利用した「DSSS（Driving Safety Support System）」を構築し、前方の信号

の変化や交差点への人やクルマ、自転車の接近を知らせて減速を促すことで安全性を高めています。

誤発進抑制制御
前方に障害物などがある場合、車両に搭載されたカメラがその障害物を認識。発進時のアクセルペダル

とブレーキペダルの踏み間違いを検知し、エンジン出力を抑えながら急発進を抑制します。

ドライバーには、警報音と警告表示により注意を促します。

ドライバーモニター
ドライバーモニターは、運転席正面の赤外線カメラおよびステアリングとシート内蔵のセンサーが、

瞬き、姿勢のズレ等により覚醒度をチェックし、蛇行などの運転操作時の異常を判定してドライバーに休憩

を促します。運転注意力が低下していたり、脇見運転をしていたりする場合も、瞬時に警報を発します。

カメラで人物を認識

レーダーで人物との距離を取得

歩行者衝突軽減自動ブレーキ

瞬き等から
覚醒度判定

カメラ撮影範囲
運転者

運転操作状態の異常を判定

休憩

ドライバーモニター
カメラ

生体信号
センサー

ドライバーモニター
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『MITSUBISHI Concept GC-PHEV』 基本諸元（目標値）

4930(mm)/1940(mm)/1980(mm)

4名

15km/L以上

40km以上

3.0L V型 6気筒 スーパーチャージドMIVECエンジン

250kW

ガソリン

70kW

12kWh

フルタイム4WD

8速オートマチック

全長／全幅／全高

乗車定員

ハイブリッド燃料消費率

EV走行換算距離

エンジン 　　　　　　型式

 　　　　　　最高出力

 　　　　　　使用燃料

モーター 　　　　　　最高出力

バッテリー総電力量

駆動方式

トランスミッション
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『MITSUBISHI Concept XR-PHEV』 【世界初披露】

俊足、軽快。
“走る歓び”の新次元を開くコンパクトSUV。　　

 

『MITSUBISHI Concept XR-PHEV』は、FFタイプのPHEVシステムを採用した次世代コンパクトSUVです。

車名は、「スペシャリティクーペとSUVを融合」させ、「街中をきびきび走る」という意味の“X（cross）over 

Runner”に由来しています。走行状況に応じて、最適な走行モードを自動選択するPHEVシステムにより、

燃費・航続距離を飛躍的に高めながら、俊敏で軽快な走りを実現。アスリートがクラウチングスタートを

切る瞬間をイメージさせるフォルムやドライバーオリエンテッドのコクピットにより、“走る歓び”を全身で

表現しています。また、ドライバーを主役として運転を的確にサポートし、安全・安心を高める

コネクティッドカー技術が採用されています。 
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俊敏な走りを想起させるエクステリア。

  

   

エクステリアデザインのキーコンセプトはアスリートフォルム。クラウチングスタートを切った瞬間の躍動

感を、エッジの効いたサイドキャラクターラインと前傾姿勢のシルエットで表現しています。筋肉質で張り

のあるフェンダーが大径タイヤを包み込み、低い車高でありながらリフトアップしたボディは、俊敏でオール

ラウンドな走りを予感させます。フロントフェイスは、スリーダイヤを中心にＳＵＶらしいダイナミックで機能

美あふれる表情と存在感ある佇まいをデザイン。車体の動きにフレキシブルに対応するアダプティブヘッド

ライトから始まる象徴的なグリルフレームを施しています。ルーフにはソーラーパネルを装備し、補器用

バッテリーを充電。ルーフ後端には走行状態に応じて角度を調整できる可変スポイラーを採用しています。
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ドライビングスピリットを刺激するインテリア。

  

インテリアは、スポーツマインドを刺激するドライバーオリエンテッドなデザインとしています。ドライバー

ズシートは、ドライバーにとって常に確かな運転ができるようにサポート性を重視したバケットタイプとし、

シート素材をボディカラーやインテリアのアクセントカラーとコーディネートしたレッド色で彩り、他のシート

とは異なる特別感を演出しています。スピードメーターやタコメーターなどの走行情報モニターには、状況

変化を素早くキャッチできるデザインを施し、運転への集中力を高めます。
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モーター /
ジェネレーター

インバーター

駆動用バッテリー

燃料タンク

エンジン
トランスアクスル

効率の追求により、燃費と走りを極限まで高めた
FFタイプの新開発PHEVシステム。

すでに実績のある『アウトランダーPHEV』をベースとした軽量・高効率なFFタイプのPHEVシステムを採用。

1.1L 直列3気筒直噴ターボチャージドMIVECエンジン、軽量・小型・高効率モーター、必要に応じてモー

ター駆動電圧を700Vまで昇圧する昇圧コンバーターをフロントに搭載し、大容量バッテリーをフロア下に

配置しました。昇圧コンバーターの採用により、モーターとジェネレーターの出力と効率をともに向上。

また、リヤモーターを採用しないFFタイプのPHEVシステムにしたことで、軽量化とともにフリクションロス

を低減し、燃費・電費を向上させました。

このPHEVシステムは、モーター走行を基本に、エンジンが発電と駆動の両方を担い、走行状況やバッテ

リー残量に応じて、EV走行、シリーズ走行、パラレル走行のうち最適な走行モードを自動選択します。

さらに、バッテリーセーブモードやバッテリーチャージモードを使うことで、“EV走行がしたい状況”でEV

走行が可能になります。

また、大容量バッテリー搭載によるユニークな機能である「100V AC電源（1500W）」を設定し、一般家庭

の電力消費量の約1日分相当、エンジン発電を含めると最大で約10日分相当の電力供給が可能です。

FF タイプの PHEV システム構成
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“走る歓び”の土台となる先進の予防安全技術「e-Assist」。

軽快で俊敏な運動性能とともに、より多くの人々に“走る歓び”を提供する『MITSUBISHI Concept 

XR-PHEV』。その歓びは、安心・安全が確保されてはじめて得られるものです。そのため、特に軽快で

俊敏な運動性能とともに、安心・安全を確保するため、走行時に起こりそうな事故や衝突を想定した機能

を予防安全技術「e-Assist」に追加し、さらに先進の情報システムを活用したコネクティッドカー技術と

連携することで、危険性の予測や警告、セーフティ機能の作動などを迅速・的確に行いながら、常に安全

な走りを支えます。

[ 主な 「e-Assist」 搭載機能 ]

・歩行者衝突軽減ブレーキ

・後側方死角車両警報

・路車間通信利用運転支援

・オートハイビーム

・誤発進抑制制御

・衝突被害軽減ブレーキシステム（FCM）

・車線逸脱警報システム(LDW)

・レーダークルーズコントロールシステム（ACC）

4370(mm)/1870(mm)/1570(mm)

4名

28km/L以上

85km以上

1.1L 直列3気筒 直噴ターボチャージドMIVECエンジン

100kW

ガソリン

120kW

14kWh

2WD(FF)

トランスアクスル

全長／全幅／全高　　　　　　　　　　　　　　　　　　

乗車定員　　　　

ハイブリッド燃料消費率

EV走行換算距離

エンジン 　　　　　　型式

 　　　　　　最高出力

 　　　　　　使用燃料

モーター 　　　　　　最高出力

バッテリー総電力量

駆動方式

トランスミッション

『MITSUBISHI Concept XR-PHEV』 基本諸元 （目標値）
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『MITSUBISHI Concept AR』 【世界初披露】

自由自在なシートアレンジが生み出す新たなコミュニケーション。
新発想・新設計のアクティブなコンパクトMPV。

 

『MITSUBISHI Concept AR』は、SUVの機動性を併せ持つコンパクトMPVです。エンジンはもちろん、

ハイブリッドシステム全体、そしてボディや内装に至るまで徹底した軽量化を図ることで低燃費化を推進

するとともに、心地よく快適な走りを実現します。車名は、多人数でアクティブに楽しめる“Active 

Runabout”に由来しています。エクステリア・インテリアともに新鮮でクリーンなデザインでまとめ、コンパ

クトながら6名がゆったりと乗車できる室内空間は、シームレスなトリムに包み込まれるラウンドスペース

になっています。多人数で楽しめる、あるいは乗員が個々で楽しめるユニークなシートアレンジと

コネクティッドカー技術により、新しいカーライフを提案します。
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“自由自在”という言葉が似合う、斬新なスタイルのＭＰＶ。

  

エクステリアデザインは、MPVとSUVの融合を目指しました。コンパクトなボディでありながら長めの

ホイールベースとすることで、開放的なキャビンを実現。車体上部に設けられた「クリスタルライトルーフ」

が、さらなる開放感をもたらし、MPVならではの心地よい空間としています。また、四隅に配した大径

タイヤでリフトアップさせたボディや、そのボディ下部を前後左右から包みこむスキッドプレートで、

機動力と安心感あるSUVならではの堂々とした存在感を表現しています。他にも、ダイヤモンドカットを

大胆に施したフロントグリル、エアアウトレット機能を備えた空気抵抗低減に寄与するリヤピラーなど、

斬新なデザインを随所に採用しています。
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このクルマから、新しいコミュニケーションがはじまります。 

     

インテリアは、無駄を省いたシンプルでクリーンな造形とし、乗員を優しく包み込みます。ラウンド感ある

広々とした室内は、「６人ゆったり乗車」、「４人乗車でリヤはラゲッジスペース」、「４人対座で広いスペース

を共有」といったフレキシブルなシートアレンジが可能です。車体上部にはＵ字型の「クリスタルライト

ルーフ」を採用。中央からやわらかい光を放つ間接照明が上質な室内空間を演出します。また、サイド

トリムのスリット部から流れ出る心地よい風や音に安らぎを感じることができます。さらに、必要な時に

スムーズに取り出せるカップホルダーやタブレット型インターフェイスといった便利さと快適さを心地よい

空間に収める先進的なデザインとしました。
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クリーンで静か、かつ力強いマイルドハイブリッドシステム。

ダウンサイジングコンセプトを取り入れた1.1L 直列3気筒直噴ターボチャージドMIVECエンジンに駆動回

路一体型のベルト駆動スターター･ジェネレーターを組み合わせた軽量なマイルドハイブリッドシステムを

搭載しました。エンジンやハイブリッドシステムの軽量化のみならず、高張力鋼板の適用範囲を拡大し、

さらに軽量材料を適材適所に採用。インテリアに関してもインストルメントパネル部をシンプルな設計とし、

シート形状・生地も厳しく選択。これらの徹底した軽量化が燃費を大幅に軽減するとともに、スムーズで

快適な走りをもたらします。

また、リヤに搭載した48VのリチウムイオンバッテリーやDC-DCコンバーターが連携し、アイドリングストップ

からの迅速なエンジン始動や加速時の力強いアシストを実現。減速時のエネルギー回生やアイドリング

ストップ中のエアコンコンプレッサー駆動により、一層の低燃費化を促進しながら、乗る人を心地よい

走りの世界へ導きます。

コネクティッドカー技術で、仲間とつながる、一人を楽しむ。 
 
コネクティッドカー技術とフレキシブルなシートアレンジを利用して、

仲間との新たなコミュニケーションが可能になります。たとえばある

時は、４人が向き合い、センターコンソールを使ってワイワイとドライ

ブの計画を立てながら、その空間を一緒に楽しめます。またある

時は、側面のスリットからタブレット型のインターフェイスを取り出し、

自分だけのコンテンツを見聞きしたり、インターネットを通じて外の世界

とつながることができます。時に一緒に、時に一人で。“個人”と“仲間”

の距離感を大切にしながら、これまでにないユーティリティを充実

させることで、MPVとしての新しい価値観を創り出します。

48V リチウムイオンバッテリー

DC-DC コンバーター

ベルト駆動スターター・ジェネレーター

マイルドハイブリッドシステム構成
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先進の予防安全技術「e-Assist」でドライバーをサポートします。

予防安全技術「e-Assist」と情報システムを活用したコネクティッドカー技術を連携させることで、危険性

の予測や警告、セーフティ機能の作動などを迅速・的確に行います。

[ 主な「e-Assist」搭載機能 ]

・後側方死角車両警報

・路車間通信利用運転支援

・オートハイビーム

・誤発進抑制制御

・衝突被害軽減ブレーキシステム（FCM）

・車線逸脱警報システム(LDW)

・レーダークルーズコントロールシステム（ACC）

4350(mm)/1780(mm)/1690(mm)

6名

24km/L以上

1.1L 直列3気筒 直噴ターボチャージドMIVECエンジン

100kW

ガソリン

10kW(48V)

48V, 0.25kWh

2WD(FF)

CVT(副変速機付)

全長／全幅／全高　

乗車定員

燃料消費率

エンジン   　

   　　

   　

 　

   　

駆動方式

トランスミッション

型式

最高出力

使用燃料

最高出力

バッテリー総電力量

『MITSUBISHI Concept AR』 基本諸元 （目標値）

ベルト駆動スターター･
ジェネレーター
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『eKスペース』は、軽自動車の限られたスペースを最大限に活用し、軽乗用車で最大級の広さと快適さを

備えた居住空間を生み出しました。前席は、ゆとりのヘッドクリアランス、広いガラスエリア、広がり感の

あるインパネデザインにより、運転が楽しくなる圧倒的な開放感をもたらします。また、高性能UV 

吸収膜を塗布した「99％UVカットガラス（フロントドアガラス＆フロントクォーターガラス）」を採用し、日

焼けの原因となる紫外線を防ぎます。

後席は、たとえば、お子様が立ったまま着替えられるほどの室内高や、大人が足を組んで座れるほどの

後席足元スペースを確保。この広々とした後席空間をいっそう快適にするために、室内の空気を循環

させる「リヤサーキュレーター」を、軽自動車で初めて採用しました。これまで届きにくかったエアコンの

冷気を後席に送ることで、夏場の涼風感を向上させます。さらに、リヤドアガラスを覆って遮光する

「後席ロールサンシェード」を採用しました。使用しない時はリヤドアトリム内にすっきり収納することが

可能です。これらにより、前後席すべての乗員にとって、広々とした快適な居住空間を実現しています。

トールワゴンタイプの『eＫワゴン』『eKカスタム』に続く“eKシリーズ”の第2弾、スーパーハイトワゴン

タイプの“大空間1BOX”『eKスペース』が、来年初頭に誕生します。広々とした快適な居住空間を備えた、

乗員すべてにとっての「いい軽」（eK=excellent K-car）を目指して企画・開発したことから、『eKスペース』

と命名しました。この『eKスペース』には、標準モデルとカスタムモデルを設定。子育て夫婦とお子様が

家族で一緒に過ごす時間を、もっと快適に、もっと便利にします。

軽自動車の限られたスペースを最大限に活用した、
広々として快適な居住空間を実現。

スーパーハイトワゴンタイプの新型軽自動車、
“大空間1BOX”『eKスペース』【参考出品】

『eK Space』 【世界初披露】
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『eKスペース』は、狭い場所に駐車した際、隣のクルマや壁などに気兼ねなく開閉操作ができる、セーフ

ティ機能付の「ワンタッチ電動スライドドア」をリヤドアに採用しました。たとえば、荷物で手がふさがって

いる時、「キーレスオペレーションキー」を携帯していれば、ドアのスイッチを押すだけで開錠し、そのまま

自動でスライドドアを開くことができます。もちろん、離れた場所から「キーレスオペレーションキー」で

リモコン操作したり、ドライバーが運転席からのボタン操作で開閉したりすることも可能です。さらに、

挟み込みを防止するセーフティ機能により、お子様の不意な動きにも安心な設計としています。

広いガラスエリアと細めのフロントピラー、低く設定されたベルトラインにより、前方・側方の良好な視界を

提供。クラストップレベルの最小回転半径、車体感覚がつかみやすいスクエアなスタイリングに加え、

車庫入れ時の運転を支援する「リヤビューモニター付ルームミラー（自動防眩機能付）」を採用。さらに、

「マルチアラウンドモニター（バードアイビュー機能付）」もメーカーオプションで設定するなど、運転の

しやすさを追求しています。また、ゆとりのヘッドクリアランス、最適化されたヒップポイント、広めに

設定されたドア開度、十分な足元スペースなどにより、乗り降りしやすい設計としています。

乗り降りに便利なワンタッチ電動スライドドア（後席）を採用。
運転しやすさ、使いやすさを追求しました。
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標準モデルは、スリーダイヤマークを基点として左右に広がるグリル、凛とした表情を生み出すヘッド

ライトを経てリヤコンビランプへと続く躍動的なキャラクターライン、フロントからリヤへと連続するガラ

スエリアと動きのあるベルトライン、抑揚と張りのあるボディ/ドアの断面などにより、都会的でスタイリッ

シュなフォルムとしています。また、フロント/リヤドアガラス部のベルトラインを低めに設定したことにより、

良好な視界と開放感を実現。さらに、ワイドに張り出したリヤバンパーは、安定感を表現するとともに

空気抵抗の低減に寄与しています。

一方、カスタムモデルは、大型のフロントバンパーとサイドエアダムを加えたことで、ダイナミックで安定

感のあるフォルムを実現。フロントフェイスは縦基調のメッキグリルと精悍な表情のヘッドランプを融合

させることで力強さと存在感を高め、いっそうプレミアム感あるスタイルに仕立てています。

インパネからドアトリムにかけて柔らかなパッド素材を採用して連続感をもたせることで、乗員を包みこむ

ようなイメージとしました。また、艶やかなピアノブラック調のセンターパネルや視覚的にも広さを感じさせ

る横基調の縫製シートをコーディネートし、これまでの軽自動車を越える上質感を実現。標準モデルは

上質で洗練されたアイボリー/ブラック内装、カスタムモデルはスポーティかつプレミアムなブラック内装と

しました。標準モデルの明るい内装には日常使いでストレスを感じさせないように、シート生地に撥水加

工を施しています。また、後席には「ロングスライドシート機構（左右独立）」を採用。そして、助手席シート

バックにはお子様のおやつやおもちゃを置く時に役立つ「折りたたみ式シートバックテーブル」を用意。

よく使うものは手の届く位置に、あまり使わないものは目立たない位置に収納するスペースを設定して

使い勝手を向上させるなど、快適な居住空間をつくり込みました。

スタイリッシュなデザインと従来の軽自動車を越える品質感が
乗るたびに満足感を高めます。
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衝突安全強化ボディ「RISE」に加え、
快適な走りを支える登録車並みの安心・安全設計。

『eKスペース』は、衝突エネルギーを吸収するフロントボディ構造と高剛性キャビン構造を組み合わせた

三菱自動車独自の衝突安全強化ボディ「RISE」を採用。高張力鋼板を適材適所に配し、重量の増加を

抑えながらボディ剛性を高め、優れた衝突安全性を実現しています。また、側面からの衝突時に乗員に

加わる衝撃を低減させるため、SRS運転席/助手席エアバッグに加え、SRSサイドエアバッグを採用して

います。

アクティブセーフティの面では、滑りやすい路面の走行時や急なハンドル操作時に、車両の不安定な

動きや車輪のスリップを防ぐ、スタビリティコントロール機能とトラクションコントロール機能をもった「アク

ティブスタビリティコントロール（ASC）」を採用。また、制動力を最大2秒保持し、急な坂道発進時の

車体ずり下がりを防止する「ヒルスタートアシスト」も採用し、登録車並みの安心感を提供します。

さらに、急ブレーキをかけた時やABSが作動した際、エマージェンシーストップシグナルシステムによって

自動でハザードランプが高速点滅し、追突事故が起こらないよう後続車に注意を促します。

“@earth TECHNOLOGY”の低燃費化技術を採用し、
低燃費ながらキビキビした走りを実現。

燃費に優れる軽量・コンパクトな3 気筒MIVEC エンジンに、副変速機を用いたワイドレシオのINVECS-Ⅲ 

CVTを組み合わせて搭載しました。また、次世代先進技術“@earth TECHNOLOGY”の低燃費化技術を

積極的に採用。オルタネーター（発電機）の負荷を低減する新開発の「アシストバッテリー」、減速中から

アイドリングストップするコーストストップ機能付の「オートストップ＆ゴー（AS&G）」などにより、優れた燃費

性能を達成しながら、キビキビと走れる動力性能を実現しました。さらにカスタムモデルでは、レスポンス

に優れるインタークーラーターボエンジンを搭載したグレードを設定。標準エンジンモデルよりも力強い

走りを可能にしました。

［アシストバッテリー］

クルマが減速する時のエネルギーで高出力のオルタネーターを回転させて電気をつくり、効率よくニッケ

ル水素電池に蓄電。インテリジェントバッテリーセンサーで高精度にバッテリーの状態を把握し、蓄電や

電力供給をきめ細かく管理するとともに、ガソリンに頼らず発電した電気をナビやオーディオ、ABSや

CVTなどの制御に供給することでガソリンを節約します。

［オートストップ＆ゴー（AS&G）］

減速時からエンジンが停止するコーストストップ機能付のオートストップ＆ゴー（AS&G）を搭載。走行中、

ブレーキ操作で車速が約9km/h 以下になるとアイドリングがストップし、信号待ちや渋滞時などにガソリ

ンの消費を抑えることができます。これにより、標準エンジンモデルではエコカー減税に適合する低燃費

を実現しています。



三菱自動車は、2013年6月に米国コロラド州で開催されたモータースポーツイベント「パイクスピーク・

インターナショナル・ヒルクライム2013」に『MiEV EvolutionⅡ』の2台体制で参戦しました。『MiEV 

EvolutionⅡ』は、『i-MiEV』などの電動車両に搭載している量産部品をベースに、ハード、ソフトともに

性能向上した先行開発品の高容量バッテリー、高出力モーターを、パイプフレーム製のシャシー、カー

ボン製のカウルなどで軽量化・空力性能を追求した専用ボディに搭載しました。バッテリーを床下全面に

レイアウトすることで低重心化を図り、フロント2個、リヤ2個の4モーターから構成される電動4WDに、

車両運動統合制御システム「S-AWC」を採用。車両に働くヨーモーメントを最適に制御し、高い旋回能力

を発生させる「AYC」、ブレーキ力と駆動力を制御し、走行安定性を向上させる「ASC」、「ABS」を統合

制御することで、高い走行性能や優れた操縦安定性を実現しています。米国コロラド州のロッキー山脈

にあるパイクスピーク山の頂上（標高約4,300m）まで一気に駆け上がるこのレースは、1,500mという標高

差はもちろん、スタート地点とゴール地点で大きく異なる天候や気圧、路面と戦うことになり、クルマには

それだけタフなパワーと性能が求められます。この過酷なレースで、三菱自動車から参戦した『MiEV 

EvolutionⅡ』の2台は、予選を1、2位で終え、万全の体制で決勝に臨みましたが、直前に不運な降雨に

見舞われた結果、電気自動車クラスで2、3位に。三菱自動車は、今回の難しいレースで得られたデータ

やノウハウを次世代の電動車両EV/PHEVへとフィードバックし、「環境への貢献」「走る歓び」「確かな

安心」を高めるために、さらなる技術の進化に挑戦していきます。
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過酷なレースの中でこそ、次代に求められる性能が磨かれる。
『MiEV EvolutionⅡ』パイクスピーク・インターナショナル・ヒルクライム2013 参戦車



国際自動車連盟（FIA）公認のクロスカントリーラリー、「アジアクロスカントリーラリー2013」が8月10日

から16日に開催され、三菱自動車の『アウトランダーPHEV』がPHEVとして初めて参戦しました。

『アウトランダーPHEV』はこの過酷な競技に参戦するにあたり、ショックアブソーバーとスプリングを

変更し、ロールケージやアンダーガードなどを追加。また、川渡りの際に必要な水回りの対策として

各部のシーリングを強化し、シュノーケルを装着しましたが、PHEVシステムをはじめ、ハード面では

基本的に市販車と同様の仕様で参戦しました。

このラリーは、タイのビーチリゾートであるパタヤをスタートしてラオス南部の都市パクセにゴールする、

6日間で約2,000kmを走破するもの。山岳路や密林地帯、泥濘路、川渡りなど変化に富み、それだけ耐久

性と走破性が問われる過酷なラリーと言えます。パワートレインやドライブトレインに過度の負荷がか

かるクロスカントリーラリーにおいて、PHEVシステムはトラブルフリーで信頼性を実証。また、ツイン

モーター4WDはレスポンスに優れ、「S-AWC」も高い操縦安定性と走破性を発揮しました。三菱自動車は、

これからもPHEVシステムをはじめとする電動車両技術を磨き続け、より環境に優しく、力強く、快適な

走りを目指していきます。
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初参戦にしてトラブルなき完走を達成。PHEVの可能性を明日へつなぐ。
『アウトランダーPHEV』アジアクロスカントリーラリー2013 参戦レポート

ASIA CROSS COUNTRY RALLY 2013
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