
 

 
 
（ご参考） 以下は 2009 年 12 月 17 日にクライスラーグループ LLC から発表された 

プレスリリースの日本語訳版です。 

2009 年 12 月 17 日 

 
クライスラーグループ LLC、ミシガン州の雇用創出と 

北米向け低燃費エンジン開発に 1 億 7,900 万ドルを投資へ 
 

• マルキオンネ クライスラーグループ CEO「フィアットとクライスラーの戦略的提携の合意内容を

実行していく」 
• グランホルム ミシガン州知事「州経済の成長と多様化に向けた大きな一歩」 
 

ミシガン州 アーバンヒルズ ― クライスラーグループ LLC は、ミシガン州のグローバル・エンジン・マニュ

ファクチャリング・アライアンス（GEMA）工場で予定している北米市場向け先進低燃費エンジンの生産

開始に向け、1 億 7,900 万ドルの投資を行います。 
 
この投資で生まれる新規雇用は、クライスラーグループ内で 155 人、業界全体では 573 人となりま

す。 
 
ミシガン州 ダンディーに位置する GEMA 工場は、クライスラーグループ内でも増加しつつある低燃費

車向けに 1.4L 16 バルブ FIRE（Fully Integrated Robotized Engine）エンジンを生産することになりま

す。クライスラーグループとフィアットのパワートレイングループが提携して進める FIRE は、フィアットの

革新的先進技術を活用し、排出ガスの削減、燃費効率の向上を図るものです。 
 
セルジオ・マルキオンネ クライスラーグループ LLC CEO は「これはフィアットとクライスラーの戦略的

提携で合意した内容、そして 11 月に策定したロードマップの実質的な内容を当社が実行する意思を  
持つことを示す重要な一歩です」と述べました。 

 
また、ミシガン州知事のジェニファー・M・グランホルムは「このプロジェクトはミシガン州が競争力ある

産業を育む風土を持ち、グローバル市場で勝ち抜くためのインフラストラクチャーと優秀な労働力を備え

ていることを改めて示しました」と語りました。 
 
ジェネラル・ホリーフィールド 全米自動車労組（UAW）副委員長 兼 クライスラー担当ディレクターは

「UAW では GEMA で直列 4 気筒 FIRE エンジンが生産されることを非常に喜んでいます。UAW は   
クライスラーと協力し、この新しいエンジン生産が順調に進むよう全力を尽くしていきます」と述べました。 

 
なお、本日の発表は、当社による拠点選定作業と、プロジェクトを支援するミシガン州経済開発公社、

ダンディーの取り組みをへて行われたものです。 
 
GEMA における 1.4 L エンジン生産は 2010 年第 4 四半期より開始の予定です。同エンジンは、

2011 年より北米で生産が開始されるフィアット 500 が初搭載モデルとなります。 
 



 

クライスラーグループの GEMA 複合拠点（所在地はダンディー郊外、5800 ノース アナーバーロード）

は、FIRE の生産拠点となる南工場と、2005 年 10 月に開業し、クライスラーパワートレインの 4 気筒 
自然吸気エンジンファミリーのワールドガソリンエンジンを生産している北工場の 2 ヶ所の工場を擁して

います。 
 

クライスラーグループ LLC 
2009 年、フィアットグループとのグローバル戦略的提携にもとづき設立。クライスラー、ジープ、ラム、

ダッジ、モパー、およびグローバル・エレクトリック・モーターズ（GEM）ブランドを擁し、自動車その他の

製品を生産しています。世界的規模で効率的に競合できる、人材、技術そして世界規模の販売拠点を

有し、1925 年のウォルター・P・クライスラーによる設立当初から受け継がれるクライスラーの革新性の

文化をベースに、1899 年創業のフィアットが有する相互補完的な技術によって 2 社の提携は推し進め

られます。 
 
本社を米国ミシガン州 アーバンヒルズにおくクライスラーグループ LLC の製品ラインアップには、クラ

イスラー・300、ジープ・ラングラー、ラムなど、世界でも名高いモデルが並んでいます。今後、フィアット

から小型車、中型車向けに世界クラスのテクノロジーやプラットフォーム、パワートレインの供給を受け

ることで、環境対応車を含め、製品ラインアップを拡大していきます。 
 
 

クライスラーのニュースと動画は以下の URL をご覧下さい。 
Chrysler Connect blog: http://blog.chryslergroupllc.com   
Twitter: http://www.twitter.com/chryslercom and www.twitter.com/chrysler   
YouTube: http://www.youtube.com/pentastarvideo   
Streetfire: http://members.streetfire.net/profile/ChryslerVideo.htm   
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クライスラーグループ LLC、フィアットのマルチエア技術を搭載した 

1.4 L 直列 4 気筒 FIRE エンジンをラインアップに導入 
 
ミシガン州 アーバンヒルズ ― クライスラーグループ LLC は、フィアット 500 に搭載されているマルチ  
エア技術を採用した 1.4 L 直列 4 気筒 FIRE（Fully Integrated Robotized Engine）エンジンを 2010 年

から導入します。この小型車に最適なエンジンは、最高出力 100 hp（75 kW）/6,750 rpm、最大トルク

95 lb-ft（129 N・m）/4,250 rpm を発生します。また、将来的にはターボバージョンも追加される予定です。

この 1.4 L FIRE エンジンは、排出ガスを大幅に削減しながら、燃費と出力を向上させるフィアットのマル

チエア技術を特徴としています。 
 
このエンジンは 1 気筒当たり 4 バルブを装備し、マルチエアと呼ばれるフリー可変バルブ機構

（FWA）の最新の技術が採用されています。マルチエアは同等のエンジンと比較して出力を最大で

10 %向上させながら、燃費と排出ガスを最大で 10 % 低減する高度な技術です。同等の出力を発生  
する V 型 6 気筒エンジンと比較して、燃費を最大 25 % 向上するターボバージョンの導入も計画されて

います。 
 
マルチエアシステムは、カムシャフトと各バルブの間に配置される、一般的なオイルの封入された    

電子制御油圧可変バルブアクチュエーターで構成されます。カムシャフトが 360°回転するごとにソレノイ

ドバルブに通電され、アクチュエーターやリザーバーへ供給するオイル量を制御します。アクチュエータ

ーに供給されるオイル量に応じて、全開から全閉までに渡ってバルブリフト量が変化します。各ソレノイ

ドバルブはあらかじめアクチュエーターの動作タイミングを遅らせて、バルブを開けるタイミングを遅らせ

たり、バルブを閉めるタイミングを早めたりすることができます。 
 
マルチエアは北米でクライスラーグループがフィアットから独占的に提供を受ける技術で、エンジンバ

ルブのリフト量とタイミングの自在な制御を可能にする、ハードウェアと燃焼制御に関連するフィアットの

一連のパワートレイン特許技術をベースにしています。 
 
1970 年初頭、組立工場の自動化は一般的なものではありませんでした。「FIRE」という言葉はフィア

ットが製造工場の生産工程にロボットによる自動化を採用したことから生まれました。現在では機械化さ

れた組立工程は広く採用されるようになりましたが、FIRE というブランド名はフィアットのパワートレイン

ラインアップにそのまま残りました。 
 
マルチエアを装備した 1.4 L FIRE エンジンは、こうした技術を採用してインテークバルブの制御を行

う世界初の大量生産エンジンです。該当するコンポーネントをパッケージ化した 4 つの「モジュール」（各

シリンダーに 1 つ）を装備するための専用コンポーネントが開発されています。マルチエア技術は、様々

なタイプのエンジン（NOx 制御の向上を目的としてディーゼルにも対応可能）に適合させることができ、

クライスラーパワートレインの 4 気筒ワールドガソリンエンジンと新開発 ペンタスターV 型 6 気筒エンジ

ンへの採用が予定されています。 



 

 
グローバル・エンジン・マニュファクチャリング・アライアンス（GEMA） 
米国ミシガン州 ダンディー 5800 ノース アナーバーロード 
 
総床面積： 約 10 万 7,800 ㎡（116 万平方フィート） 
 
総面積： 約 111 万 3,000 ㎡（275 エーカー） 
（内、約 40 万 4,700 ㎡（100 エーカー）はミシガン草原地帯） 
 
製造品目： 2.0 L および 2.4 L 直列 4 気筒自然吸気エンジン（ダッジ・キャリバー、ジープ・コンパス、ジ

ープ・パトリオット、ダッジ・アベンジャー、ダッジ・ジャーニー（日本名：JC）、クライスラー・セブリング セダ

ン、クライスラー・セブリング コンバーチブル用） 
 
従業員数： 時間給従業員 190 名、正規従業員 67 名（2 交代制） 
 
研修時間： 2 万 7,200 時間（2006 年） 
 
労組支部： UAW（全米自動車労組）723 支部、ミシガン州 モンロー、1A 地区 
 
工場の歴史： 三菱自動車、ヒュンダイ モーター、ダイムラー・クライスラーとの合弁事業として 2004 年

に設立。GEMA の設備には、リーン生産方式と革新的な操業パターンで世界レベルの効率を実現する

独自のビジネスモデルを採用。起工式は 2003 年 4 月。北工場操業開始：2005 年 10 月。南工場操業

開始： 2006 年 11 月。 
 
アルミ製シリンダーブロック&シリンダーヘッド、スチール製クランクシャフトの機械加工、組立。 
 
投資額： 8 億 300 万ドル 
 
（2009 年 12 月時点） 
 

 


