
メルセデス・ベンツの新型リサーチカー F 125! 

ラグジュアリーカーラグジュアリーカーラグジュアリーカーラグジュアリーカーのののの定義定義定義定義をををを塗塗塗塗りりりり替替替替えるえるえるえる 

最高級最高級最高級最高級ゼロエミッションビークルゼロエミッションビークルゼロエミッションビークルゼロエミッションビークル 

• 大型高級車向大型高級車向大型高級車向大型高級車向けけけけ革新革新革新革新コンセプトコンセプトコンセプトコンセプト 

• 航続距離航続距離航続距離航続距離 1,000km のののの F-CELL Plug-in HYBRID 

• 革命的革命的革命的革命的なななな水素貯蔵技術水素貯蔵技術水素貯蔵技術水素貯蔵技術 

• 高高高高エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー密度密度密度密度をををを実現実現実現実現したしたしたした高電圧高電圧高電圧高電圧リチウムリチウムリチウムリチウム硫黄硫黄硫黄硫黄バッテリーバッテリーバッテリーバッテリー 

• 先進的先進的先進的先進的バッテリーバッテリーバッテリーバッテリー充電充電充電充電をををを採用採用採用採用 

• 4 個個個個ののののホイールモーターホイールモーターホイールモーターホイールモーターによりによりによりにより、、、、ホイールホイールホイールホイールごとにごとにごとにごとにトルクトルクトルクトルクをををを制御制御制御制御するするするする 

4 輪駆動輪駆動輪駆動輪駆動システムシステムシステムシステム、、、、e4MATIC 

• 軽量軽量軽量軽量ハイブリッドハイブリッドハイブリッドハイブリッド構造構造構造構造ボディシェルボディシェルボディシェルボディシェルににににガルウィングドアガルウィングドアガルウィングドアガルウィングドアをををを採用採用採用採用、、、、 

乗降性乗降性乗降性乗降性とととと安全性安全性安全性安全性をををを高高高高めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに軽量化軽量化軽量化軽量化をををを実現実現実現実現 

• 前衛的前衛的前衛的前衛的ななななデザインデザインデザインデザインによるによるによるによる革新的革新的革新的革新的サルーンアーキテクチャーサルーンアーキテクチャーサルーンアーキテクチャーサルーンアーキテクチャー 

• 「「「「触触触触れるれるれるれる」、「」、「」、「」、「手振手振手振手振りりりり」、「」、「」、「」、「話話話話すすすす」」」」のののの動作動作動作動作によるによるによるによる自然自然自然自然なななな操作方式操作方式操作方式操作方式によりによりによりにより、、、、 

最高水準最高水準最高水準最高水準ののののドライバードライバードライバードライバー健康安全性健康安全性健康安全性健康安全性とととと操作性操作性操作性操作性をををを実現実現実現実現 

• クラウドクラウドクラウドクラウドをををを利用利用利用利用したしたしたしたインフォテイメントインフォテイメントインフォテイメントインフォテイメント、、、、“@yourCOMAND”でででで常時接続常時接続常時接続常時接続 

メルセデス・ベンツは、自動車誕生 125 周年記念の取り組みとして、ラグジュアリー

クラスの今後の技術動向を占うリサーチカー、F 125!を発表いたします。今後の 

トレンドを先取りするとともに、大型ラグジュアリーモデル向けの革新的プレミアム

コンセプトの実現を目指したものです。 

F 125!は、メルセデス・ベンツが掲げる「排出ガスのない自動車」のビジョンを水素

技術により厳密に追求し、未来型エネルギーとしての水素の可能性を提示した 

モデルです。メルセデス・ベンツのこれまでのリサーチカーがほぼ 1 世代（7～8年）

先の未来を見据えていたのに対し、最新モデルの F 125!はさらに遠く、2世代以上

も先の 2025年以降を占うものとなっています。 

ダイムラーAG 取締役グループリサーチ、メルセデス・ベンツ・カーズ開発統括の 

トマス・ヴェーバーは次のように話しています。「この F 125!でメルセデスが提示 

しかったことは、大型で快適で安全なセダンにも素晴らしい未来がある、ということ

です。その理由の 1 つはゼロエミッションを実現したことです。お客様のニーズを

つねに考えた高度なソリューションによって、S クラスはその伝説を未来へと受け

継いでいきます。今回のリサーチカーは、デザイン、安全性、快適性、パフォー 

マンスなど多くの項目にわたって、革新的なアイデアと伝統的なメルセデスの強み

を盛り込みました」。 



ラグジュアリークラスラグジュアリークラスラグジュアリークラスラグジュアリークラスにおけるにおけるにおけるにおける優位性優位性優位性優位性をををを改改改改めてめてめてめて示示示示したしたしたした革新的革新的革新的革新的アイデアアイデアアイデアアイデア 

排出ガスをまったく出さないパーソナルモビリティを未来のラグジュアリークラスで

実現するにはどうすればよいか？ その答えが F 125!です。メルセデス・ベンツの

研究・開発部門は、すでに実績あるコンセプトに加え、現在はまだ実用化されて

いない技術も採用しました。これらの技術は、将来的にきわめて有望であり、将来

の量産車へ導入される可能性が非常に高いものです。 

F 125!における重要な革新技術は以下のとおりです。 

• 進化型燃料電池駆動システム： プラグイン技術を採用 

• 革命的タンク技術： 水素コンポジット貯蔵装置を構造に一体化 

• 軽量化と出力増強を同時に実現したバッテリー： 現行リチウムイオンバッテリー

の改良および Lithium-air technology（リチウム空気技術）の研究と併行してメル

セデス・ベンツで検証を進めているリチウム硫黄技術を採用 

これをもとに誕生した革新的な 4シーターラグジュアリーセダン、F 125!は、メルセ

デス・ベンツが量産段階まで開発を進めた燃料電池技術にもとづくパワフルな 

ゼロエミッション電気駆動システムを搭載しています。また、未来を開く高効率の

貯蔵・駆動・ボディシェル技術や独自の操作・表示方式を採用しています。さらに、

メルセデスのクラシックなデザインを未来へとつなぐ表情ゆたかなデザインも見所

です。 

F 125!の主な特長： 

• 完全なゼロエミッション、航続距離最長 1,000km、日常の足としての実用性、

すぐれた性能、最高水準の快適性を実現。 

• 繊維強化プラスチックを多用するとともに、炭素繊維、アルミニウム、高張力鋼板

を高度に組み合わせた革新的軽量ハイブリッド構造ボディシェルにより、大幅

な軽量化を実現しながら、安全性をさらに大きく改善。衝突感応型保護シス

テムを備えたドア内の高強度構造により、B ピラーを省略。幅の広いガルウィ

ングドアの採用により、前後席ともすぐれた乗降性を実現しました。これによって、

メルセデス・ベンツの安全性に関する基本思想（とりわけ重要なのは、1952 年

にベラ・バレニーが考案した「強固なパッセンジャーセル」のコンセプト）は、 

パーソナルモビリティの未来へ向けて着実に進化しました。 

• セルレベルで重量エネルギー密度 350Wh/kg を実現した高電圧リチウム硫

黄バッテリー： 4輪駆動 e4MATIC との組み合わせによりエネルギー回生率が

大幅に向上しています。 

• 「触れる」、「話す」、「手振り」の動作を利用した操作・表示方式の採用により、

F 125!はフレキシブルかつ気軽に付き合える良き「旅の友」となりました。軽量

CRP 構造のガルウィングドアにも手振りによる開閉機能を採用しています。 

• 3D およびプロジェクタービームを採用することで、ビジュアルに新たな可能性

を開く美しいディスプレイ。 



• ネットワーク化を大きく進めた新世代テレマティクスにより、インターネットベース

音声操作や、ソーシャルメディアへの接続、車両設定やエンターテイメント 

機能など幅広いリモートコントロールを実現しました。 

• 半自動運転を実現するアドバンスト・ドライビングアシストなど、ドライバーの 

疲労を常時軽減する革新的な支援システムを導入しています。 

• まったく新しいセダンアーキテクチャーにもとづく未来型エクステリア/インテリア

デザイン。 

革命的革命的革命的革命的：：：： 構造一体構造一体構造一体構造一体型型型型水素水素水素水素コンポジットコンポジットコンポジットコンポジット貯蔵装置貯蔵装置貯蔵装置貯蔵装置 

未来の燃料として期待される水素。この水素の貯蔵については、基礎研究の 

段階にある技術に着目し、採用しました。これによって、車両のアーキテクチャー

や航続距離にまったく新たな可能性が開かれます。トマス・ヴェーバー取締役は

次のように話しています。「F 125!の構造一体型水素コンポジット貯蔵装置は、 

水素タンクをボディシェル構造に初めて完全に一体化したものとして、真の意味

での技術革命と言えます。ゼロエミッションの燃料電池車の航続距離は、将来的

には室内スペースをまったく犠牲にすることなく、現在のディーゼル車のレベルまで

改善するでしょう」。メルセデスは、現在の技術水準から、この技術の量産化が 

実現できるのは、2025年以降と予測しています。 

フロアアッセンブリに一体化した水素タンク容量は約 7.5kg。現在使用されている

高圧タンクより設置スペースを小さくできる可能性があります。すなわち、現在の 

タンクは最大 700 バールの圧力に耐えるために円筒形とする必要があり、複数の

タンクを横に並べたり、上下に重ねりした場合、隙間が発生するのに対して、新型

タンクは充填圧力が 30 バール以下と低いために、ボディシェル内に一体化できる

のです。しかも、「構造」部品としても機能します。 

リチウムリチウムリチウムリチウム硫黄硫黄硫黄硫黄バッテリーバッテリーバッテリーバッテリー：：：： 小型小型小型小型でででで強力強力強力強力 

F 125!は、きわめて先進的かつ非常に強力なリチウム硫黄バッテリーを採用して

います。このバッテリーは、エネルギー容量 10kWh でリアシートの後ろに設置 

されます。燃料電池駆動システムとこの革新的なリチウム硫黄バッテリーを組み 

合わせることで、航続距離は最長 1,000kmとなり、このうち 50kmまでは、バッテリー

の電力のみで走行可能です。このバッテリーは、「インテリジェント」充電ステーショ

ンで誘導充電できる便利なもので、充電プロセスはスマートフォンで確認できます。

F 125!の設計にあっては、量産開始時期までにこのバッテリーのエネルギー密度

を現在のほぼ倍に当る最大 350Wh/kg まで高めることができると想定しました。 

ただ、この技術の真の可能性を解明するには基礎研究が必要で、現時点での 

評価は困難です。 

エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー源源源源としてとしてとしてとして燃料燃料燃料燃料電池電池電池電池をさらにをさらにをさらにをさらに改良改良改良改良 

駆動システムの中心となるのは、非常にパワフルな改良型メルセデス・ベンツ 

燃料電池スタック。今年成功裏に実施した B クラス F-CELL World Drive などを 

通じてすぐれた効率と日常の足としての適性を実証してきました。 



World Drive は、燃料電池電気自動車による初の世界一周旅行で、自動車誕生

125 周年に当たる今年 1 月 29 日、シュツットガルトを出発した後、4 大陸、14 ヶ国

をめぐり、3 万 km 以上を走破しました。使用した B クラス燃料電池車は 3 台。 

スタートから 125日後、支援車両とともに無事シュツットガルトに帰還しました。 

性能、エネルギー消費量、実用性をいっそう改善した F 125!の燃料電池スタック

は、ホイールのそばに設置した合計 4 個の強力電気モーターに電力を供給し、

スポーティで卓越した性能を実現します。モジュール型 e4MATIC システムは、

SLS AMG E-CELL の改良型駆動コンポーネントを使用することで、連続出力

170kW/231hp、最高出力 230kW/313hp を発生します。 

これにより、F 125!は 0～100km/h 加速 4.9 秒、最高速度 220km/h とすぐれた 

性能を達成しながら、NEDC 燃費は 100km 当り水素 0.79kg（ディーゼル換算で

2.7 リッター/100km）となっています。 

“@yourCOMAND”でででで常時接続常時接続常時接続常時接続 

F 125!に採用した未来志向のインフォテイメントシステム“@yourCOMAND”は、 

メルセデス・ベンツの今後のテレマティクスのあり方を示すもので、次のような 

未来型機能を備えています。 

まず、Natural Handling 機能では、多くの操作を自然な発音の言葉で行うと 

ともに、タッチ操作や直観的な手振りも補助的に利用します。ドライバー健康 

安全性および操作安全性の観点から、F 125!はドライバーと乗員のためにつねに

心を配るすばらしい「旅の友」となっています。その機能は現在のシステムをは

るかに上回るもので、ドライバーのニーズに合ったニュース配信を行わせたり、

文脈に沿った具体的な質問をしたりすることができます。しかもステアリングホイール

から手を離す必要がありません。未来の COMAND もやはり能動的なシステムと

なります。 

未来のテレマティクスシステムでは、選択した音楽が再生される前に、交通情報

を確認したり、個人宛メッセージを検索することができるようになります。また、 

たとえば目的地に到着する前に気象情報を自動的に流すこともできます。気分

に応じて構成を行う Moods 機能により、このような個別の設定が数秒で行える 

ようになります。また、F 125!は外部との通信やソーシャルネットワークの利用に

おいてもまったく新しい世界を切り開きました。これを実現したのがソーシャル 

コミュニティアシスタント。運転中に着信を受ける相手や送信相手をドライバー

だけが設定できる機能です。 

また、Seamless Experience 機能を搭載したマルチメディアシステムは、なめらか

に、そして機能横断的にネットワーク化されており、社会的インタラクションを実現

します。しかも不注意運転につながるおそれはありません。情報のやりとりはコン

セプトの不可欠な一部となっており、走行中に阻害されたり、中断されたりすること

はありません。常時クラウド接続によって、日常利用しているあらゆるメディアが 

円滑に利用できます。異なる通信機器、エンターテイメント機器間の同期化は 



やっかいな作業ですが、これもまったく不要となっています。このため、お客様の

「デジタルライフスタイル」は、多くの場合、車内においても円滑・安全に続けて 

楽しむことが可能になります。 

F 125!では、ハイレベルの音響と明るい個別ディスプレイによる高解像度映像が

楽しめる Sensory Perfection を採用しています。必要な場合、インストルメント 

クラスターを立体表示する裸眼 3D ディスプレイにより、情報をクラスターごとに 

表示することができます。この立体映像はヒトの眼が持つ性質を利用したもので、

全体が見やすくなるうえに、疲れにくいのが特長です。センターコンソール上部の

ヘッドユニットはプロジェクタービームを採用し、運転席から容易に手が届く位置

に設けたタッチパッド（3D フィンガートラッキング搭載）により操作します。このヘッド

ユニットに加え、一体型セレクションバーでもインストゥルメントクラスターとリアビュー

ディスプレイの選択が行えます。この場合もセンターコンソールからの操作が可能

です。さらに、助手席側には 17 インチの格納式ディスプレイが設けられており、

手振りだけで操作できます。これにより後席からどこにも触れることなく、お好みの

映画を選んで鑑賞することができるようになりました。 

後方全体の道路状況については、確認用に高解像度ワイド画面ディスプレイを

採用しています。これにより、ドアミラーは不要となりました。映像はつねにヒトの認

知力に合わせて調整されており、道路状況をよりすばやく直観的に表示すること

で、よりはっきりと確認することができます。 

車両とマルチメディアシステム、それにすべてのアプリケーションとコンテンツは、

Remote Convenience 機能による 100％遠隔操作を実現しました。これにより、ア

クセス許可を付与されたユーザーはいつでも車両専用ホームページにアクセスし、

燃料残量や次回メンテナンス予定、燃費などのデータを見ることができます。また、

家庭の PC やスマートフォンを使っても、車載ナビゲーションやエンターテイメント

システムの遠隔設定や、座席ごとの個別温度設定操作を同じく簡単に行うことが

できます。 

新型支援新型支援新型支援新型支援システムシステムシステムシステム：：：： 危険危険危険危険をををを察知察知察知察知しししし、、、、優雅優雅優雅優雅にににに走行走行走行走行 

この未来のツーリングセダンは、革新的ドライバー支援システムを搭載することで、

多くの一般的な走行状況に存在する「目に見えない」危険をも除去し、ドライバー

のストレスを軽減します。また、頻繁に行う運転操作を自動的に行わせることも 

可能です。 

アドバンスト・ドライビングアシストは、片側複数車線道路での車線変更を行うほか、

開発がさらに進んだ段階では自動追い越しも実現します。また、無線による環境

とのネットワーク化（いわゆる車Ｘ間通信）により、他の車両や、特殊な装備を搭載

したインフラストラクチャー（交通信号、警告標識、交通管理センターなど）との間

で情報をやりとりできます。その応用としては、緊急車両が接近してきた場合、ドライ

バーがその姿や音に気づく前に余裕を持って警告したり、優先権が分かりにくい

交差点などで他の車両が優先権を持つ場合に注意を与えたり、路上の障害物を

知らせたりする機能が考えられます。 



未来未来未来未来ののののモビリティモビリティモビリティモビリティ ―――― 明日明日明日明日をををを開開開開くくくくユートピアユートピアユートピアユートピア思想思想思想思想 

かつて「自動で走る車両」の発明に道を開いたのは、先見の明ある空想家たちで

した。その最初の歩みは、19 世紀末の技術環境の中で始まりました。蒸気機関

が動力として優位を占めていたこの時代、各地に蒸気機関車が導入され、線路

が敷設されていきました。 

馬車型車両に小型の高速内燃機関を搭載することで、鉄道とは別に個人が簡単・

快適に移動できる手段を実現しようという考えは、当時は空想的と見られていました。

SF やファンタジーの世界の話だったのです。 

それでも、カール・ベンツやゴットリープ・ダイムラー、ヴィルヘルム・マイバッハ、

ルドルフ・ディーゼルといった先見の明ある技術者や空想家たちはひるむことは

ありませんでした。そして今回の F 125!で、メルセデス・ベンツはふたたびこのパイ

オニア精神を示したのです。 

F 125! ―――― 「「「「排排排排出出出出ガスガスガスガスのないのないのないのないクルマクルマクルマクルマ」」」」をををを目指目指目指目指してしてしてして 

メルセデス・ベンツの新型リサーチカーF 125!は、大型ラグジュアリークラスで 

排出ガスのないクルマを実現するビジョンを具体化したものです。F 125!は、 

未来のクルマがゼロエミッション、持続可能性、快適性、デザインの魅力といった

条件を兼ね備えたものとなることを明らかにしました。こうして、技術およびデザ

イン面での革新を実現するとともに、化石燃料に依存しない社会への方向性を

指し示しています。 



Technical data of the Mercedes-Benz F 125! 

 

Length (mm)  4998 

Width (mm)  1980 

Height (mm)  1430 

Wheelbase (mm)  3333 

Boot capacity (l)  470 

Flywheel mass category (kg)  1700 

Wheels  7 ½ JX 23 

Tyres 245/35 R 23 

Peak output of rear motors (kW/hp)  each approx. 100/136 

Torque of rear motors (Nm) each approx. 200 

Peak output of front motors (kW/hp)  each approx. 50/68 

Torque (front motors) (Nm) each approx. 75 

Total sustained output (kW/hp)  170/231  

Total peak output (kW/hp) 230/313 

Wheel torque (Nm)  3440 

Acceleration 0-100 km/h (s) 4.9* 

Acceleration 80-120 km/h (s) 3.2* 

Top speed (km/h) 220*  

Hydrogen consumption (kg/100 km)  0.79** 

CO2 comb. (g/km min./max.) 0 

Total range acc. to NEDC (km) 1000 

Capacity of solid H2 reservoir (kg) approx. 7.5 

Energy content of lithium-sulphur battery (kWh) 10  

*target figures; **2.7 l diesel equivalent  

 


