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超薄肉軽量バンパの開発

薄く強いだけではダメだ。
成形サイクル30秒を切れ
Super-thin Wall Lightweight Wall Lightweight Automotive Bumper Fascias

マツダCX‐5はSKYACTIV技術が評価され，ヒット作となった。その技術の中に今回の受賞技術，超薄肉軽量バンパがある。
この薄さを実現したのは表層には低分子量のPPと低分子量のゴムを，

コア部に高分子量のゴムが球状となって衝撃を受け止める構造を実現したからだ。
これは従来からあるかもしれないと考えられていながら分析して証明した例はない分子構造だった。

技術の目処が立ったとき，問題は生産性に移っていった。
従来の半分以下の時間で成形できないか。でなければ生産ラインがストップするのだ。

マツダ（株）
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生産性の高い
超薄型軽量パンパを目指せ

　マツダSKYACTIV技術搭載車の第三弾
として，2012年2月に発売されたSUV（ス
ポーツ・ユーティリティ・ヴィークル）の
CX-5は，発売後3ヵ月を越えた段階で国内
向けのみでも2万台の受注を得て，生産が
追い付かない状況となった。このクルマか
ら装着されたのが，今回の受賞技術を適用
した超薄肉軽量バンパである（図1）。バ
ンパは，クルマの部品の中でも大型の部類
であり，超薄肉軽量バンパの実現により，
マツダのSKYACTIV技術が目指した燃費
と走りの両立だけでなく，生産性にも見合
う薄い板厚の樹脂部品を，従来以下のコス
トで実現したのであった。
　自動車技術会60周年を記念して2007年
にまとめられた，各メーカーを代表する技
術紹介におけるマツダの技術，『ガラス長
繊維強化複合材による機能統合モジュー
ル』のほか，昨2012年の技術開発賞受賞
の一つ，『希少資源を低減できる耐熱性と
低温活性を両立した貴金属シングルナノ粒
子触媒の開発』などからも，マツダにおけ

る基礎研究の深さがうかがわれる。もちろ
ん，どのメーカーも基礎研究は充実してい
るはずだが，なぜ，マツダはその成果がこ
れほど表に現れるのだろうか。
　超薄肉軽量バンパの開発で，量産へ向け
たマネージメントに携わった，技術研究
所・先端材料研究部門・部門統括研究長の
藤 和久はこう述べる。
「ワンマツダという言葉があります。そし
てマツダ社内では，一気通貫と言いますか
……，研究していることが商品になって初
めて技術であるという意識の強いところが
あります。クルマの要となる部分に研究が
集中するマネージメント体制になっている
のです。同時にまた広報領域でも，マツダ
の技術を正しくメディアに伝える努力をす
ることで，世の中の人に知ってもらえてい
ると感じています」。
　マツダの新車を手に入れた消費者は，そ

うして開発された技術を実感しながら運転
しているに違いない。SKYACTIVという
名称や，魂動（こどう）というデザイン
テーマが，見て乗ってわかるマツダの魅力
を，言葉でも伝えている。

素材の評価だけでなく
どうマツダの独自性を出すか

　しかしながら，かつての材料開発におい
て，マツダはほかの大手メーカーの後を追
う立場にあったと，藤は振り返る。
「私は，1980年代の半ばにマツダに入社し
ました。当時の技術研究所では，材料メー
カーが持ち込んだ素材の評価を行うのが主
な仕事で，それをどうやってマツダとして
使いこなせるかを検討していました。しか
しそれでは，ほかの大手メーカーで使って
いる材料を後追いし，モディファイするく

　燃費向上は待ったなしの要求性能である。そこを，マツダはSKYACTIVというエンジン，ド
ライブトレイン，シャシ，サスペンション技術など，次世代技術を核にして達成していこうとして
いる。また燃費向上のためには，軽量化という命題も含まれる。そこに挑戦したのが，この超
薄肉軽量バンパの開発である。従来の樹脂部品に比べ，20％の軽量化を目標とした。それだ
けでなく，成形サイクルの時間短縮も行い，かつ，従来通りの成形方法を使えるようにしたこ
とで，コストを上げずに実現することを目指した。実は，マツダのSKYACTIV 技術も，コスト
を上げずに環境性能を高めることを目指している。高価な技術を使ったのでは，結局，販売台
数に限りがあり，環境適合技術が普及しないからである。多くの人々が使えて，満足してもらえ
る技術を追い求めることが，マツダ社内に浸透しており，ワンマツダというスローガンが，現実
味を帯びて実行されている。

超薄肉軽量バンパ開発への挑戦

薄く強いだけではダメだ。成形サイクル30秒を切れ
―マツダ（株）―4Chapter
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バンパ用のPP系樹脂を高剛性化することで，従来
より薄肉化し，重量を20%低減する。

図 1　開発技術対象
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らいのことしかできません。
　‘90年代になって，なんとか材料面で独
自性を持ち，ほかと差別化したいと考えま
した。そして，リサイクル性に優れ，かつ
強い材料は何か，とテーマを絞り，液晶ポ
リマーを使って，リサイクルできるクルマ
を作ろうと，3年ほど取り組みました。そ
こから生まれたのが，自動車技術会60周
年で取り上げていただいたガラス繊維強化
プラスチックモジュールで，ラジエータサ
ポートのシュラウドを成形するという，ガ
ラス長繊維強化複合材による機能統合モ
ジュールにつながります。樹脂の分子量を
減らして粘度を下げ，中に含まれるガラス
繊維が折れないように守る構想でした。
　ここから，マツダとして材料に対する自
信が持てました。そして材料メーカーに，
こういう組成で作ってほしいという提案を，
マツダからすることができるようになった
のです。分子量の調整で，機能を出させ，
特性を制御するのです」。
　こうしたことが，技術研究所で進展して
いくと同時に，量産する生産技術の部署で
は，樹脂部品の成形時間を短縮する取り組
みが行われていた。
　当時は生産技術部門に所属し，現在は，
技術研究所・先端材料研究部門・構造材料
研究アシスタントマネージャーである朝野 
千明は，そのときの苦闘を次のように語る。
「コスト競争力を高める上で，樹脂部品で
は成形時間を短くすることが重要です。も
し，成形時間を半分にすることができたら，
半分の数の成形機で対応が可能です。そこ
で，成形時間の半減を目指していたのです
が，生産技術だけではなかなか目標に到達
することができませんでした。当初，60
秒かかっていた成形サイクルを，40秒ま
では，金型の開き量を小さくするなど生産
技術の工夫で持ちこめていました。しかし，
そこから先が大変でした。
　そこで考えたのが，生産性を高めること
のできる材料を導入したらどうかというこ
とです。大学のころ樹脂の流動を研究して
いて，学んだことをクルマで実現したいと
考えてきましたので。そう思っていたとこ
ろに，技術研究所から，今回の方法が提案
されたのです。直感的に，これを導入すれ

ば，成形サイクルで30秒を切れるのでは
ないかと思いました」。

高分子量と低分子量を
分ける考え

　朝野がこれはと思った技術内容は論文に
詳しいが，概要は次のとおりである（図2）。
　素材のうち，ポリプロピレン（PP）とゴ
ムを，高分子量と低分子量の2種類にそれ
ぞれ分けると，表層には低分子量のPPと低
分量のゴムが偏在し，成形性と塗膜密着性
を担う。また，コア層と呼ばれる内側には
高分子量のゴムが球状となって衝撃を受け
止める。更に剛性の向上に役立つタルクと
呼ばれる粉末状の鉱物含有量が多いことで，
剛性が高く，かつ耐衝撃性を備えた，薄く
軽い樹脂部品を製造することができるよう
になるのである。
　その厚さは，わずか2mm。表層は，ゴ
ムが長い状態で含まれるため，塗装ののり
がよくなる。一方のコア層は，剛性を確保
できるので，樹脂成形品の厚みを薄くする
ことができる。分子量の異なるそうした表
層とコア層は，特別な手を加えることなく，
これまで使ってきた射出成形機を使って製
造することができる。出来上がった製品は，
厚みが薄いので軽量化に貢献する。また製
造工程では，製品の厚さが薄くなるので冷
却時間を短くすることができる。ここが，
成形サイクルの短縮につながる（図3，4，5）。
　いいことづくめなのだ。
「これならば特別な投資の必要もなく，価
格的にも勝負できると思いました。そして，
全社的な取り組みとして，量産に持ち込み
たいと考えたのです」。
　ここから先は製造現場に精通している者
の知恵と知識が必要になる。藤は，生産技
術部門に居ながら材料にも詳しい朝野に声
を掛けた。そして，朝野は研究所の所属と
なって，実用化への取り組みを開始するの
である。
「この開発では，材料メーカーの協力が大
きかったと言えます。その際，材料メーカー
とマツダの間でウイン・ウインの関係を生
み出せました。材料メーカーには，材料の
合成から5種類の材料を混ぜ合わせる工程

までを一気に行なえるプラントがありまし
た。別途，素材を混ぜ合わせるコンパウン
ドという作業を別に行うには，材料代の半
分近いコストが掛かってしまいます。高分
子量と低分子量の素材を混ぜるコンパウン
ド設備などが必要ないという点で，マツダ
と材料メーカー双方に利益がありました」。
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薄く強いだけではダメだ。成形サイクル30秒を切れ
―マツダ（株）―

　実は，ほかの材料メーカーにも当然打診
していたが，
「ほかの材料メーカーでは設備上の理由で
対応できなかったりしたので……」とは，
この高分子量と低分子量の材料研究に当初
からかかわってきた，技術研究所・先端材
料研究部門・構造材料研究の原 正雄である。
　原は，開発の途中で定年退職を迎えた。
当初から開発のリーダー的存在であったが，
その役目を朝野に託したのであった。そし
て一度退職したあとも，引き続き研究にか
かわり，今回の受賞の一人となっている。
「高分子量と低分子量を分ける考えは，す
ぐに思いついたわけではありません。ラジ
エータサポートのシュラウドの樹脂の分子
量を減らすことなどを踏まえ，当初は，分
子量と，分子量分布をもっと広げられない
かといった可能性を探っていました。そし
てついに，広がった範囲の，高い方と低い
方を分けて使ったらどうかという発想に結
び付いたのです」と，原は，ここに至る研
究の経緯を語った。

　こうして，超薄肉でありながら剛性を確
保することのできる軽量バンパを作ること
への道筋はついてきた。しかし，出来上がっ
た樹脂の中が，どのような組成となってい
るのか。本当に狙い通り，表層の低分子量
と，コア層の高分子量という，それぞれの
分布に分子がなっているのか，樹脂の表面
から見ても，それは分からない。

表層の20μm（0.02mm）を削る
地道な検証

　この検証を行ったのが，技術研究所・先
端材料研究部門・構造材料研究の大西 正
明と，古田 和広の二人であった。
　大西は，
「切削刃で，厚さが2mmの樹脂の表層の，
20μm（0.02mm）を削り取ります。根拠は，
透過型電子顕微鏡で樹脂の断面を見てみる
と，40μmまでは，ゴムが偏平であると分
かったため，その半分の20μmを削ってみ
れば，表層の分子量を測ることができる

朝野 千明 Chiaki ASANO

マツダ株式会社
技術研究所　先端材料研究部門
構造材料研究
アシスタントマネージャー

「技術開発賞の受賞は，大変うれし
く思いました。これまで生産技術部
門が長かったのですが，学会とか賞
とかからは，縁遠かったので。同様
のテーマで各種学会や基調講演での
発表する際，同じ人ばかりが登場し
ます。でも，このチームは誰もがひ
とりで出掛けて行けます。リーダー
として誇らしく，また，この素晴ら
しいチームに加われたことを幸せに
思っています」

藤 和久 Kazuhisa TO

マツダ株式会社
技術研究所　先端材料研究部門
部門統括研究長

「受賞が決まった時に，社内の設計，
生産工場，購買，広報……など，メ
ンバーみんなが一緒に喜んでくれた
ことを大変うれしく感じました。技
術開発賞は，自動車関連の仕事に従
事している者にとって大変栄誉ある
賞です。それを，今回の開発プロジェ
クトにかかわった社内の人たちが大
勢で喜んでくれたのです」

原 正雄 Masao HARA

マツダ株式会社
技術研究所　先端材料研究部門
構造材料研究

「一つの節目として定年を迎えたと
きに，貴重な賞を戴き，会社人生の
中でも有意義なことであり，大変嬉
しく思うとともに，みんなに感謝し
たいと思います」

大西 正明 Masaaki ONISHI

マツダ株式会社
技術研究所　先端材料研究部門
構造材料研究

「これまで，このほかにボツになった
材料が 60くらいあります。タルクの
代わりに別の繊維を使ったり，分子
量も色々試したりしました。また，分
析方法を見つけるうえでも，分子量
の違いを硬度で計れないかと考え，
試したこともありましたが，なかなか
PP 部とゴム部とタルク部の区別をつ
けられず断念してきた経緯もありまし
た。表面を切削する方法は，時間は
かかりますが，確実な方法を見つけ
られました。こうして，ようやく日の
目を見たのが，嬉しいですね」

古田 和広 Kazuhiro FURUTA

マツダ株式会社
技術研究所　先端材料研究部門
構造材料研究

「社内で研究していると，自分がい
まどれくらいの水準にいるのか，分
からないところがあります。賞を戴
くと，自分がいま持っている技術が
世界のどの水準にあるかを確認でき，
自信を持つことができました。また，
講演をしに行くと，ほかのメーカー
の方と会う機会もでき，注目される
ような受賞をしたことを，いっそう
嬉しく感じました」
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だろうと考えたからです。削った樹脂は，
120mg集まらないと分子量を分析すること
ができません」と話す。
　古田は続けて，
「切削刃は，幅が4mmのダイヤの刃で，わ
ずか20μmの厚みで削るわけですから，ゆっ
くり削らないと，樹脂が切れたり，逆に厚
くなったりしてしまいます。そこで，分析
に必要な120mgを集めるのに，50時間ほど
かかります。この作業を，バンパの何箇所
かで分析し，確認する必要がありますから，
すべてを確認し終わるまでには途方もない
手間がかかるのです」という，地道な作業
だった。
　朝野は，
「削った樹脂を分析してみると，ゴムの分
子で，低分子量の方が163，高い分子量の
方が210の数値が得られ，低分子量と高分
子量が，わずか2mmの厚みの樹脂製品の
中で，きちんと層を分けていることが実証
できました」と語る。
　そして，藤は，
「高分子量と低分子量を分けた樹脂の層を
作るということは，従来からも世の中では，
あるかもしれないと言われていたことでし
た。しかし，実際にテストピースでも，製
品のバンパでも，分子量を分析して証明し

た例はありませんでした（図6，7）。ラジ
エータサポートのシュラウドで，ガラス長
繊維強化複合材による機能統合モジュール
を実現した際も，物はできていても，分析
して検証するところまではやれていません
でした。20年も材料を研究開発してきて，
ようやく物ができ，しかも実証できたこと
で，それを学会などで発表すると，『エッ！
　本当にできたの？』と反響を呼んだくら
いです」と，大西と古田の苦労をねぎらっ
た。それほど得られた成果は喜ばしいもの
だった。
　ところが，技術研究所の成果がすぐに現
場で喜ばれたわけではなかった。生産部門
では，当初困惑していたという。古田はこ
う回想する。
「まず，樹脂部品が薄くなれば，それを作
る金型製作の精度がより厳密になってきま
す。薄い製品ほど，0.1mmの違いが，品質
に大きく影響するのです。
　次に，朝野が話したように，成形サイ
クルを短くすることを実現したわけです
が，それをいざ製造の現場で行うとなる
と，成形後に，製品を運んだり，品質検査
をしたりするところの時間短縮も求められ
ます。素早く作業を進めなければならない
のに，従来と同じ作業者数でどうやり繰り

するか？　成形サイクルが速すぎても，工
場の仕事としては現実問題として困る面が
あるわけです。そこで，たとえば，工場内
の配置を変えてみたり，製品の運搬にコン
ベアを使ってみたりといった工夫が必要で
した。そういう適合を行うことで，初めて
成形サイクルの短縮が，量産につながって

論文に使われた図表を解説する

重量平均分子量（相対値）

重量平均分子量（相対値）
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表層に低分子量PPと低分子量ゴム，
コア層に高分子量PPと高分子量ゴム
が存在するという，コンセプト通りの
断面サンドイッチ構造を実現。

部品をより薄肉で製造できるため，材
料資料量の大幅な削減が可能となり
従来のバンパより20%軽量化可能。
バンパの成形時間を従来の約60秒か
ら半分の30秒へ短縮可能。
通常の射出成形機で成形可能で特段
の設備投資は不要。
バンパ以外の外装部材へ応用可能。

開発技術の有用性・汎用性
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図 6　開発材の表層とコア層の分子量比較

図 7　断面構造比較
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薄く強いだけではダメだ。成形サイクル30秒を切れ
―マツダ（株）―

いったのです」。

CX‐5のヒットを支えた
生産時間短縮

　その成果は，CX-5の圧倒的な売れ行き
に，さっそく効果を発揮した。
　朝野は，
「CX-5を増産しなければならなくなった

とき，工場は生産が追い付かないほどに
なっていました。そこで，成形サイクルの
時間短縮が大いに役立ったのです。ほかの
部分に比べ，バンパについては作業に余力
が残せた。もし，成形サイクルが30秒を
切れていなかったら，自動車自体の増産に
影響を及ぼしていたでしょう。
　設計側も，バンパ全体の平均で2mmの
厚さに挑戦するということで，実際には，

取り付け部の剛性などは必要なため，そこ
だけ厚みを増すといった設計が必要になる
はずでした。ところが，彼らも意地になっ
て，本当に平均値が2mmとなるよう，か
えって1.8mmまで厚みを薄くする部分をバ
ンパに設ける努力をやり遂げ，実際には，
2mmを切った部分の面積の方が多くなる
くらいに出来上がりました（図8）。
　その設計段階では，CAE（コンピュータ
支援技術）を活用するわけですが，設計，
生産技術部門の共同作業によって，設計上
の剛性の確保と生産性の両立を図っていま
す」と，超薄肉軽量バンパ実現までの様子
を語っている。
　藤も，
「これが，一つのワンマツダの成果と言え
るのではないでしょうか」と，振り返る。
　そして，さらに，
「従来は，樹脂の特性を分けるためには特
殊な成形機を使ってきましたが，今後は，
今回の超薄肉軽量バンパのように，表層と
コア層で機能配分することを，従来と同じ
射出成形機でできることが，色々な面で応
用できるのではないかと期待しています」
と，将来への発展性も示唆したのだった。

図 8　剛性の必要なところ、少なくていいところを作り分け、肉厚を変化させている

分子量の変化という化学の話が中心になったインタビュー
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