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鉄から始まりすべての素材に
応用できる形状最適化
高い衝突安全と軽量化を実現した，最適化手法による
超軽量・高強度フレーム断面技術の開発
To Achieve a High Collision Safety and Weight Reduction, the Development of Ultra-lightweight,
High-strength Frame Cross-section Technology by Optimization Method

マツダ（株）
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鉄から始まりすべての素材に応用できる形状最適化
―マツダ
（株）―

ました．そこに，形状の最適化やデータ解

鋼板の耐張力性能は上がり，

析をやっているという宮島の仕事の様子を

高性能な薄板で車体フレームが作られるようになってきた．

耳にし，協力して取り組めれば大きな成果

しかし高価な材料を使っても，鉄の性能は使いきれているのだろうか．

が出せるのではないかと思ったのです」と，

その疑問から出発したこの開発は，断面形状の見直しから始まった．

本田は断面崩壊ゼロという理想実現に向け

その成果は鉄だけではなく，

て動き出した．

すべての材料にも適用できる形状研究となった．

車両開発本部 衝突性能開発部 衝突性能
先行技術開発グループでシニア・スペシャ
リストの立場にある宮島 陽一は，

ことを打ち明ける．

最良ではなかった設計から
最良の設計に行く過程に

「元々の担当は，内装のエアバッグやシー

また，車体開発本部 ボデー開発部 ボ

トベルトの衝突性能開発で，シミュレー

デーシェル開発グループの主幹である松岡

ションを使った最適化を永年やってきてい

秀典も，

ました．その過程で，横浜国立大学の于強

自動車の質量のうち，車体が占める割合

「高強度の鋼板を使っても，期待したほど

先生が，次の段階の最適化があると言って

はおよそ25％に及ぶ．これをいかに軽く

強度が増えていかないことは，経験上から

おられるのを知り，応用できないかと思っ

仕立てるかは，燃費性能はもとより走行性

も実感していたところです」と言う（図1）．

たのです．従来の最適化とは，コンピュー

能にも影響を及ぼすことであり，CO2排出

車体で使われる材料を，鋼板からアルミ

タに自動計算させて最良の設計を探すこと

量を大幅に減らすことが求められる今日で

ニウム合金やカーボンファイバーコンポ

でしたが，于強先生は，最良ではなかった

は，開発の重要項目となる．同時に，衝突

ジットなどに置き換えることが軽量化にお

設計から，最良の設計に行く過程にあるパ

安全性能についても高水準を競う状況にあ

いて効果的だとの印象があるが，それら高

ラメータの変化から読み取れるストーリー

り，衝突時の車体変形において車体フレー

価な材料を価格競争の厳しい小型車で自在

にこそ価値があるというお考えで，是非開

ム（骨格）の曲げ強度に求められる要求は

に使うことは難しい．そこで，鉄を使い切

発に適用してみたいと思いました」．

高まっている．

る開発が始まった．

う きょう

パラメータの傾向に，技術者が意味づけ

「当初の開発は，当然ながら基礎研究から

をしていくことにより，性能を向上させる

軽量化を求めながら強度を上げていくこと

手を付け，原理原則に基づいてフレーム断

ための原理や道筋が浮かび上がってくると

は鉄鋼メーカーによって日進月歩の開発だ

面のメカニズムを解き明かし，徹底的に断

いうのである．それは抽象的な情報である

が，車体のフレームを形作る断面の崩壊が

面崩壊の抑制を追求していました．しかし，

がゆえに，どのようなことにも応用できる

起こることによって生じる強度の低下は，

どうしても技術的に越えられない壁があり

利点もあると考えられた．

鋼板を高強度（高ハイテン化）
・薄肉化し，

材料が本来持つ性能を下回ってしまうよう

全塑性モーメント （≒理論限界）
p

な状況を引き起こしている．そこで，曲げ
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る形状の開発が行われた．こうすることに

90

より，鋼板が本来持つ能力を活かし切り，

80

ンポジットといった高価な材料を使わなく
ても，軽量化と高強度の両立を実現しよう
というのである．
技術研究所 革新研究創成部門 兼 先進
ヒューマン・ビークル研究部門のアシスタ
ントマネージャーである本田 正徳は，開
発の発端を次のように語る．
「軽量化のため，鋼板をどんどん薄肉化し
ていく時代の流れにあって，鋼板も高性能
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化していくわけですが，やがてその性能を
使い切れなくなっていくだろうということ
は，研究を進める中でも予測されているこ
とでした」と，技術課題が予見されていた

図1

本開発技術の狙い
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「シミュレーションから開発の手掛かりを
得るということは，白紙から考えだそうと

6

る形状を与える手法を編み出したのである

ことで，強度を補えることを発見しまし

（図 3）
．本田は，

た．さらに，その形を与える場所や角度に

するのに比べ，生身のエンジニアだけでは

「縦面の板が，荷重が入ることにより外へ

適値があるということを，縦面付近に焦点

辿り着けなかった新しい発想がデータから

開こうとするのを，自ら支える形を与える

を絞った基礎研究で解明しました．これに

生まれてくるという面白さがあります」と
宮島．

上面

フレームの上面だけではなく
縦の面に注目
こうして，今回の開発で着目したのが，
車体のフレーム形状の上面だけではなく，
縦面にも工夫をこらすことであった．本田
は，

縦面

「上面だけでは限界があり，薄肉化と強度
図2

を両立させるため鉄を使い切るには何とか
を付けることにつながりました」と，いき

形状変化点

900

さつを話す．
フレーム断面の崩壊は，上面が圧縮に
よって座屈することで起こることは広く知
られてきたが（図 2），加えて，縦面が曲
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とも大きな要因の一つであることを解明し
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た．そこで，縦面に新たに支持力を出させ
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考案した縦面形状と効果

鋼板本来の性能を活かすフレーム断面
高張力鋼板や，超高張力鋼板の登場により，薄板で軽量な車体構造

注目されることのなかったフレーム断面の中でも縦面と呼ばれる部位

を構築できるようになっている．だが一方で，荷重を受けた際の車体

の上から１/ ４ほどの位置に，支持形状となる折り曲げの形を追加す

フレームの曲げ強度の点で，高性能な鋼板が持つ能力を必ずしも十分

ることにより，従来の 1.5 倍の強度を得た．その理想状態を実現する

に活かし切れていない現状がある．そこで，鋼板が持つ本来の性能を

ため，新たな手法のコンピュータ解析を用いることで座屈する直前の

引き出すフレームの断面技術を新しく構築した．これまで，比較的単

形状がもっとも最適であることも発見する．新たな設備や，新素材を

純な断面形状であったフレーム面に，追加の形状を与えることで，衝

使わず，鋼板の性能を最大に活かし，小型車など原価の厳しい車種に

突による曲げ荷重がかかった際の座屈強度を高める．これまであまり

も適用できる軽量化と高強度を両立させた．

従来

Redesign

新形状
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1.0t/590 MPa
118mm
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Bピラーベルトライン部
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鉄から始まりすべての素材に応用できる形状最適化
―マツダ
（株）―

本田 正徳 Masanori HONDA

河村 力 Chikara KAWAMURA

松岡 秀典 Hidenori MATSUOKA

椙村 勇一 Yuichi SUGIMURA
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テクニカル・スペシャリスト

マツダ株式会社
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マツダ株式会社
車両開発本部
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「もともと，早く技 術を生み出しお
客様や社会のためになる製品を出し
たいという想いが強かったですので，
技術者の基 本として，それを実現し
た嬉しさがまずあります．そのうえで，
今回戴いた賞は，製品として世の中
に役立つ技術に対する賞だと思いま
すので，この受賞によりそこが認め
られたことに喜びを感じています」

「受賞を実感したのは，社外の方か
らお祝いのメッセージを戴いたとき
でした．それによって対外的にも大
きな賞を受賞したのだと実感しまし
た．家に帰り，妻に自慢することも
できました（笑）」

よって，材料の力を十分に引き出すことが
できます．
そこからさらに，実際のフレーム断面に
折り込む上では，よりよい位置があるので
はないかと，ここでコンピュータシミュ
レーションを活用したのです．1000点に近

「受賞する前に，ドイツでデミオの車
体について講演をしたのですが，アル
ミニウムとかカーボンファイバーコン
ポジットといった話ではなかったせい
か，ドイツ人の関心が薄かったようで
した．帰国後に受賞を知り，地味な
技術ですが，日本人にはこういう基
本的な研究開発が認められ，マツダ
らしく，また日本人らしい評価を戴け
たことを嬉しく感じました．材料を使
い切る発想は，鋼板以外にも，アル
ミニウムにしても樹脂にしても，応用
できる技術ですから，いずれドイツ人
も理解してくれるでしょうし，そのと
きには我々が優位性を持てるのでは
ないでしょうか．混流生産や少量生
産でも，基本技術のところで使い切
る良い設 計をすることが大事だと思
います．これまで表彰というと表彰
状一枚でしたが，楯も戴けて嬉しかっ
たです．

「この度は，技術開発賞という名誉
ある賞を戴き，誠にありがとうござ
います．この受賞は，開発当初に掲
げた目標の実現に向け，研究，開発
部門のメンバーが一つになって活動
してきた結果が高く評価されたもの
だと思っております．本開発にあた
り，共著の皆と支援して戴いた開発
メンバーには感謝の気持ちでいっぱ
いです．今後もさらなる技術の発展
を目指して新たなことにチャレンジ
し，開発を推進していきたいと思い
ます」

いシミュレーションによるビッグデータを
統計的に分析し，実は，その最適値からほ

している．

んの少し離れたところに，さらに良い断面
形状群が存在し，より高い強度を発揮でき
る形へ進化させることができたのです．ま

実用化への

“共創”の取り組み

た，その最高性能の断面形状群と，そうで
ない形状群の断面変形の挙動を細かく分

フレーム縦面の支持力を高める形状を加

析・比較することにより，最大強度を発揮

える技術を，実際の車体設計に適応してい

させるための，新たな原理を発見すること

く取り組みをしたのが，技術研究所 先進

ができました．それによって，これまでの

ヒューマン・ビークル研究部門 コンフォー

単に四角いフレーム形状に比べ，1.5倍の

トビークル研究のテクニカル・スペシャリ

強度を得られることになりました」．

ストである河村 力であった．

この成果を土台に，さらに，フレーム断

「本田が構築した技術コンセプトを実際の

面の一部に高強度発泡剤を充填して縦面の

車両に適応する過程で，新たな問題にぶつ

強度をさらに強化したり，荷重に対し変形

かりました．それは，現実の交通社会では

する途中の挙動を制御することで衝撃エネ

様々な方向から衝突事後が発生する可能性

ルギーの吸収力を1.7倍に向上させたりも

があり，お客様を本当に守り抜くためには

宮島 陽一 Yoichi MIYAJIMA
マツダ株式会社
車両開発本部 衝突性能開発部
衝突性能先行技術開発グループ
シニア・スペシャリスト
「私の家 族や，実家の両親が喜んで
くれ，何年振りかの赤飯を炊かれま
した（ 笑 ）．両 親 が大 変に喜んでく
れ，楯は実家の神棚に飾ってありま
す．従来携わってきたソフトウェアに
よる支援の仕事から，世の中に影響
を及ぼせる物づくりにかかわれたの
が一番嬉しかったことです」
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複雑な荷重入力に対応する必要があります．

6

14,000

たとえば，Bピラーは単純な曲げ荷重を受
けますが，サイドシルは側面衝突による曲

47%Up

12,000

げ荷重に加え，ねじり荷重も加わり，理想
的な断面形状も異なります．実用化へ向け
たメカニズム解明に加え，宮島と計算科学
を活用することで解き明かしていきました
（図 4）」．
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たとえば，Bピラーでは1.5倍の強度が出
ているのに対し，サイドシルでは1.1〜1.2
倍の向上しか当初は見られませんでした．
そういった実用化へ向けた適用に苦労しま
した」．
こうした場面で，マツダが提唱する“共
創”の取り組みが成果をもたらしたと本田

従来
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本技術の効果（例：B ピラー）

「それぞれの担当で苦労がなかったという

しかしこの技術は，既存の材料や設備を

ことはありません．それでも，高価な材料

活かして軽量化と高強度を両立できます．

この開発を達成できた背景には，マツ

を利用する前に，鉄の性能を使い切るとい

実は，まだ少し先の実用化を目指して開発

ダでは“モデルベース開発”と呼ぶ，シミュ

う発想は，みんなの共感を得やすく，研

されていたのですが，さっそく採り入れた

レーションを活用した開発があります．マ

究所だけでなく，車体設計や実験，また

いと思ったところ，誰も反対する者もなく，

ツダではシミュレーションを早い時期から

CAEなど関係部署が一緒に取り組めたこ

救われました」
と，
技術の汎用性を強調する．

数多くやってきて，シミュレーション技術

とによって，成果に結びつけることができ
たのだと思います」．
共創については，宮島も，

そして，実際に適用してみると，

ました．

を蓄積してきました．モデル上でどんどん

「ユニット試作や，3点曲げ試験，そして

アイディアを試すことができたので，実際

試作車へと導入していくなかで，向上が見

に物を作って，試験をしてということに比

「マツダは小さな会社ですから，みんなの

込まれる強度の予測と，実際に得られる強

べて，はるかに開発が順調に進みました」

顔が分かっているので，ここから先はあな

度との差がなく，これなら量産車に採り入

と，これまで蓄積されたシミュレーション

たの仕事という段階であっても，互いに知

れても問題がないと確信し，どんどん導入

技術の重要性と効果に触れるのである．

り合いですから，みんなで知恵を出し合っ

を図っていきました」と，理論だけでなく

ボデー設計に永年携わってきた松岡も，

て答えを導き出すことがやりやすい環境に

実車に活かせる技術であることを，松岡は

「計算回数は，他社と比べてもマツダは多

あります．また，鉄を使い切るというテー

確信したのである．

い方ではないでしょうか．また，単に既存

マが分かりやすく，面白そうなので，技術
者みんなが首を突っ込みたくなることも
あったでしょう」．

のシミュレーションソフトを利用するとい

失敗を苦労と取るか

次への答えの成果と取るか

この技術を車体製造に活かすうえで，松
岡は，

うのではなく，マツダならではのシミュ
レーションの使い方ができていると思いま
す．たとえば，自動車一台分のすべての板

本田は，
「研究には約4年の歳月が掛かり

厚を最適化できる技術を持っています」と

「小型車のデミオから，この技術を適用し

ました．その裏には，幾つもの失敗は，当

始めましたが，とくに小型車の場合には，

然ありました．しかし，それを苦労と思う

Bピラーから始まった採用箇所は，バン

元々車体も小さいので，強度を確保しなが

か，次の答えにつながる成果と考えるかが

パーレインフォース，ナンバー2クロスメ

ら軽量化するのが難しい状況にありました．

重要だと思います．その意味で，いろいろ

ンバー，リヤフレーム，サイドシルに及び，

そこに，この技術が生まれたので，飛びつ

なことがけっこううまくいった研究テーマ

いずれにおいても曲げ強度を大幅に向上さ

いたというのが実際です．

だったというポジティブな印象が強いです

せるに至り，なおかつグローバル展開され

話す．

デミオは日本での生産に加え，タイやメ

ね．まったく結果が出ないといった時期は

ている．フレームの形状変更だけで，新た

キシコでも作りますので，海外では様々な

なかったと思います．また私個人の思いと

な設備投資がいらない点も技術展開を世界

事情から，そう簡単に材料置換することは

しても，早く商品化に貢献し，人の役に立

に広げる後ろ盾となっている．

難しいのです．

つ技術にしたいという意識で取り組んでき
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そのうえで，本田は，

鉄から始まりすべての素材に応用できる形状最適化
―マツダ
（株）―

「この技術は，強度という側面においては，
鋼板に限らず，アルミニウムや樹脂など，
別の材料にも考え方を用いることのできる
高い汎用性があります．もちろん，材料ご
との特性に応じた追加検討は必要でしょう
が，どのような材料においても使い切るた
めの技術思想として，基盤となる素養を備
えています」と語るのである．
今回の開発を通じて，河村は，
「この研究が始まったころは，座屈という
ことについての学術的な知識がありません
でしたが，開発にかかわることによって基
幹技術が蓄積し，人の技術水準が高まった
ことを実感しています．また，こうして表
彰されるほどみんなで成功体験ができまし

に貢献でき，これまでとは違う経験ができ

たので，このメンバーならまた成果を出せ

ました」と，新たな体験に喜びを覚えてい

るという一体感は，長期的に持続できてい

ると話す．

ると思います」と，技術者としての成長の
手応えを語る．

初めてです」
と，
共創の成果を実感している．
本田は，
「研究対象としては古典的で地
道な印象のテーマですが，研究のやり方と

松岡は，「これまでの開発では，技術研

しては，マツダが追求すべき形が入ってい

究所で生み出した技術を，設計が料理して

ました．技術的には原理原則を基にしなが

宮島は，
「もともと私は，シミュレーショ

生産につなげる流れでしたが，今回の開発

ら，最先端のシミュレーション技術も積極

ンの技術者として働き，自動車開発は経験

では，早い段階から互いに相談しながら共

的に採り入れ，理想を追求する．そして，

していませんでしたが，CAE業界の情報

同で進めることになり，設計の立場で技術

組織の壁を超えた共創によって理想を具現

を活かして物づくりに携わることができた

開発にかかわれた点が新しかったと思いま

化していく．この二つが，マツダの強みで

のがよかったと思っています．必要とされ

す．そして，設計者も技術開発をするとい

す．今回の技術開発の経験は，今後へ向け

る時期に，必要とされる技術を導入するこ

う風土も生まれました．それから，今回ほ

た財産になったと思っています」と，締め

とができました．製造に近い場所で，性能

どトントン拍子で進められたのは，経験上

括った．

37

