
 

 

 
【はじめに】 
インターネットで自動車に適用

される CAE (Computer Aided 
Engineering)によるシミュレーシ

ョンを検索してみると、実に様々な

部分において多くの検討がなされ

ていることに驚く。自動車の概念設

計、実施設計、試作、実験の一連の

流れにおける、強度、振動、耐久性、

操縦安定性、衝突安全性等に対する

検討。製造工程においても加工、成

形、組み立て等に関わる樹脂流動、

鋳造、鍛造、プレス成形等に対する

検討。またこれらの機械的な検討だ

けでなく色彩や形状等の意匠検討

のような CG (Computer 

Graphics)によるデザインシミュレ

ーション的なものも含めればさら

に範囲は広がる。ここではとても全

てを網羅できないので、車両開発に

おける基本的なシミュレーション

についてのみ言及する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【CAE によるシミュレーションの

必要性】  
設計者は顧客やディーラーの要求

を満足するように、なおかつコスト

を抑えるように、その上限られた期

間で設計を行わなければならない。

設計への要求が多ければ多いほど、

要求のレベルが高いほど、全てを満

足したものを作るのは困難になる。

試作車を作り納得いくまで実験を

繰り返し、確認しながら進んで行く

のは確実な方法ではある。しかし実

験を行うほど時間がかかる、実験設

備が必要になる、人手がかかる、試

作が増える等、費用がかさむことば

かりである。そこで実験のかわりに

コンピュータによるシミュレーシ

ョンを行い、設計に反映していく手

法が開発された。これにより事前に、

全てではないが、性能の予測が可能

になった。しかもコンピュータの中

では、現実には設定できないような

条件下でのバーチャル試験、計測不

可能な現象の把握も可能となった。

近年の著しいコンピュータの性能

向上と価格の低下およびソフトウ

ェアの進歩に後押しされ、CAE は

瞬く間に標準的な手法となり広ま

った。とは言え現在はまだ全ての実

験を完全にシミュレーションに置

き換えることができる訳ではない

が、将来的には全てをデジタル化し

たバーチャルプロトタイピングが

可能になる時代が来るのであろう。
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【自動車開発におけるシミュレー

ション】 
それでは、自動車開発においてど

んなシミュレーションが行われて

いるか考えてみよう。自分が自動車

を設計するとして、どのような情報

が必要だろうか。人や荷物を乗せて

走って壊れないように強度は十分

か。道路を走る場合の振動に対して

は大丈夫か。1 年で壊れたのでは困

るので耐久性はどうか。事故で衝突

した場合の安全性も気になる。エン

ジン騒音はどうなのか。いろいろと

頭に浮かんでくるであろう。非常に

大雑把な分類であるが以下のよう

なシミュレーションが行われてい

る。 
 

■強度解析： 
応力解析とも言われる。静的にかか

る（時間的に変化しない）荷重から

部材に発生する応力を求め検討す

る。応力だけでなく変形量を見て剛

性を検討することもある。微少変形

の範囲では線形解析で良いが、大変

形、塑性、接触等を考慮する必要が

ある場合は非線形解析を用いる。 
 

 
     

 
 
■振動解析： 
部材（単体もしくは全体）の振動特

性を解析する。固有振動数、振動入

力に対する各部の動的応答を求め

る。振動試験のように定常振動（正

弦波）を与え、それに対する応答を

見るのを周波数応答解析、地震荷重

のように時間依存の荷重に対する

時刻歴応答を見るのを過渡解析と

言う。入力荷重は実験により実測す

る場合もあるし、ある規定値（経験

値や推定値）を満足するように設定

することもある。 
■伝熱解析： 
伝導、対流、輻射を考慮した温度解

析を行う。温度変化のみを解析する。

熱膨張によって発生する内部応力

や変形を見る場合は熱荷重による

強度解析になる。定常解析（状態が

時間に依存しない一定状態のもと

での解析）および非定常解析（境界

条件、材料定数等が時間的に変化す

る場合の解析）がある。 
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■熱流体解析： 
排気ガスの流れや、ボディの空力特

性、車室内のエアコンの気流等、構

造内（外）を流れる流体の状態や、

流体構造境界面の圧力を解析する。

シリンダ内の燃焼をシミュレート

することも可能。 
■磁場解析： 

電磁力や磁界を利用する部品の性

能や電気制御利用技術の評価を行

うために用いられる。たとえばイン

ジェクションのソレノイドとか高

周波焼き入れのシミュレーション

等がある。 
■構解析： 
動きそのものをシミュレーション

する。バルブの開閉機構や、サスペ

ンションの検討等の部分的な検討

だけでなく、ブレーキング、ハンド

リング等における車体の操縦安定

性の検討が可能。自動車に特化した

入力データの作成ツールを持つソ

フトウェアもある。 
■衝突解析： 

自動車が衝突してクラッシュする

際の現象をシミュレーションする。

たとえばオフセット衝突やルーフ

圧壊、ロールオーバー時のダミーを

乗せた実験をシミュレーションす

る。その他、落下衝撃、爆発等、こ

のように現象時間が短く、かつ非線

形性の大きい解析には陽解法のソ

フトが用いられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
■音響解析： 
エンジン音による室内騒音、車外へ

の騒音、タイヤや排気管の騒音等を

シミュレーションする。騒音を押さ

えるための形状検討や、吸音材の位

置の検討等を行う。空気と構造の相

互影響を見る解析になるので、連成

解析の一種である。 
■連成解析： 
状態の違うものをお互いの影響を

考慮しながら解析することを連成

解析という。熱と構造、流体と構造、

電磁場と構造等がある。例としてエ

アバッグの展開解析、ハイドロプレ

ーニング解析等。たとえばエアバッ

グを膨らませる場合、各部で内圧が

常に一定ということではない。膨張

に伴う形状変化に応じた部分的な

内圧変化を考慮するにはエアー（流

体）とエアバッグ（構造）の連成が

必要。またハイドロプレーニング現

象をシミュレーションするには水

（流体）とタイヤ（構造）との連成

が必要となる。高速走行状態におけ

るこのような現象を実験で再現す

るには大きな危険を伴う上に莫大

なコストがかかる。このように実験

が極めて困難、あるいは不可能な問

題においてはコンピュータによる

シミュレーション以外に手段がな

い。 
■計最適化解析： 
イメージ的にシミュレーションと

は異なるが近年多く行われている。

一般的な解析が与えられた状態に

対してどうなるのかを求めるのに
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対し、設計最適化はその逆でどうす

れば良くなるかを解析するもので

ある。すなわち現状の段階では設計

条件を満足していないものに対し

て、どこをどう変えたら条件を満足

するかを設計者に教えてくれる解

析である。たとえば重量が最小にす

るという条件のもので、最大応力を

規定値まで下げるにはどこを変え

たらよいか、固有振動数上げるため

にはどうしたらよいかといった場

合の解を教えてくれる。
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【シミュレーションの注意事項】 
現在はまだ全ての実験をシミュ

レーションに置き換えているわけ

ではない。しかし徐々にシミュレー

ションでできることは実験で行わ

なくなってきた。また実験と同じこ

とができなくともシミュレーショ

ンにより、結果的に実験を行うのと

同等の目的を達成することができ

るようになってきた。 

ここに 1 つの落とし穴があるの

だが、コンピュータが出した結果を

盲目的に信じる人がいる。苦労して

出した結果を信じたい気持ちはわ

かるが、出てきたのは必ずしも正し

い答えではなくて、入力したデータ

に依る答えである。実験値でもそれ

をそのまま盲目的に信じるのは危

険である。得られた結果の妥当性を

検証しなくてはいけない。シミュレ

ーション結果の利用は注意深さを

持ってなされなければならない。 
また、シミュレーションは実験と

同じ結果が出ると信じている人が

いる。ところが部材試験で結果のば

らつきがあることは、あたりまえと

して捕らえている。解析結果が実験

とどれだけあっている、いないの話

に固執するべきでない。役に立つ結

果を得ることは、使い方に頭を使う

のと同等である。シミュレーション

の結果は入力データにダイレクト

に依存する。入力データで入らない

（入れなかった）条件は結果に反映

されない。しかし実験と同じ答えの

出ないシミュレーションは役に立

たないのではなくて 50%のデータ

を入力すれば 50%の解が返ってく

ることが役立つのである。たとえば

設計のある段階において A か B（も

しくはそれ以上）の選択を迫られた

とする。そのときにどちらに進んだ

ら良いかの選択は必ずしも 100%
の答えを得ていなくとも可能であ

る。設計は常に期限というクリティ

カルな制約を伴う。同時に予算とい

う制約がある。設計において多大な

手間暇かけて実験値を追い求める

ことが最終目的だろうか。 

これはシミュレーションに精度を

求めないと言うことではない。シミ

ュレーションはツールであるのだ

から上手に利用しようということ

である。シミュレーションしか行わ

ない専任者は時々ゴールを見失い

がちになるが、何のためにシミュレ

ーションを行うのかを常に考えよ

う。シミュレーションの使い方をし

らない設計者も同様である。シミュ

レーションの上手な使い方を考え

て有効に利用しよう。入力データを

作成するのは使う人間であり、ソフ

トウェアはそのデータに従った結

果を作成するだけである。そして得

た答えをどう利用するかも人間が

判断することである。 

 
【おわりに】 
以上述べてきたシミュレーション

は基本的なものであるが、この他に

も様々なバリエーションが存在す

る。自動車 1 台に使われている部品

とその多様性を考えてみれば納得

されることと思う。しかし共通点と

してコンピュータによるシミュレ

ーションの結果はすべて入力デー

タに依存するということである。従

ってより少ない手間で最良の結果

を得るために入力データの作成に

は非常に気を使う。専門の技術者が

専門のツールを使って作成にあた

る。このデータ作成の部分だけでも、

いろいろなツールや手法があり、説

明していくと結構なボリュームに

なるのであるが、それはまた別の機

会に譲ることにする。最後に本文を

読んでシミュレーションの世界に

興味を持たれた方はぜひ踏み込ん

で自分でやってみられることを期

待する。今まで製造業の中にあって

どうもシミュレーションは設計の

補助的に捕らえられる面もあった

が、総合的なデジタル化の波の中に

あって無くてはならないものであ

る。

 
 




