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１．はじめに

近年のコンピュータ技術の進歩

はめざましく，理論的には実現可能

であるが実際の計算には膨大な時

間がかかるため不可能と思われて

いたことが，数年後には可能になる

という状況が起きている．１９８０

年代に大きな進歩をとげ商業化さ

れたマルチボディダイナミクス（ジ

ョイントで拘束された剛体の力学）

の数値解析（いわゆる機構解析）は，

構造解析のための有限要素法など

とともに，コンピュータ技術の進歩

にともない現在では輸送機器の開

発になくてはならないものになっ

ている．

当初はエンジンの動弁系やサス

ペンションなどの要素技術の開発

のみに適用されていた機構解析ソ

フトウエアも，現在ではフルビーク

ルシミュレーションという言葉に

代表されるように車体全体の挙動

を予測することが可能なまでに発

展し，このフルビークルシミュレー

ションにより二輪車の安定性や操

作性を解析した例が報告されてい

る１）．さらに二輪車の運動解析のた

めの機構解析ソフトウエアのオプ

ションとして，大キャンバ角に対応

したタイヤモデルが市販されてい

る２）．

このような流れのなかで，二輪車

メーカにおいてもこの機構解析を

利用した開発の効率化，パラメータ

の最適化，あるいは安全性の向上を

めざした取り組みを行っている．こ

こでは企業におけるコンピュータ

シミュレーションによる運動解析

の利用法を示すとともに，二輪車の

シミュレーション特有の話題や解

析結果の例を紹介する．

２．シミュレーションの利用法

　フルビークルシミュレーション

による二輪車の運動解析は，以下の

４項目をターゲットに実施されて

いる．

（１）開発初期段階での性能予測

（２）パラメータスタディによる車

体性能の最適化

（３）安全性の検証

（４）トラブルの調査

新機種開発の際，目標とするコン

セプトを実現すべく設計を進めて

いく．その後試作によりこのコンセ

プトを検証するが，この段階で計画

したコンセプトに開発機種がマッ

チしないことが判明した場合に受

ける打撃は大きい．そこで開発の初

期段階でシミュレーションにより

基本性能を把握しておくことは重

要である．また，既存の他社製品と

の比較により市場での優位度を計

画段階で推定することも行われる．

ジオメトリやサスパラメータな

どの最適化にはコンピュータシミ

ュレーションが有効である．特定の

パラメータのみの車体性能への影

響を実機で調査することは困難で

あるが，シミュレーションでは容易

に行うことができる．

試験が不可能な危険な状態をシ

ミュレーションで模擬することに

より，車体の安全性を検証すること

も行われつつある．

また，トラブルの原因を究明する

ことにコンピュータシミュレーシ

ョンを利用することは時々行われ

ている．考えられる要因をコンピュ

ータ上で模擬し，実際に起こった現

象と比較することによりトラブル

の原因を推定する．

３．二輪車の運動解析の特徴

　二輪車の最も大きな特徴として，

ライダーの操作なしでは不安定で

あることが挙げられる．そのため，

一部のシミュレーション（直進加減

速時の面内の挙動などは２次元モ

デルを使用する）を除いてはシミュ

レーションモデルに安定化の制御

が必要になる．また，通常二輪車は

４輪車に比べて車体が軽量であり，

ライダーの動作が車体の運動に大

きく影響を及ぼす．そこで二輪車の

シミュレーションにおいては，図１

に示すようにステアリング操作と

ライダーの体重移動を操作量とし

て走行軌跡を目標軌跡に追従させ

るとともに車体を安定化する「ライ

ダー制御モデル」を導入して二輪車

走行を模擬する手法がとられる．

目標軌跡追従には追従の精度を

上げるため，車体からある距離前方

における横方向の偏差から操作量

を計算し制御する方法を採用して

いる．安定化に関しては，車体のロ

ール角を旋回半径と速度に基づい

て制御し，安定した走行を可能にし

ている．このような制御で実際のラ

イダーがとる動作と同様な動作を

ライダー制御モデルがとることが

検証されている３）．
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図１　二輪車シミュレーションのブロック図



４．シミュレーションによる解析例

　ここではフルビークルシミュレ

ーションによる二輪車の解析例を

紹介する．

直進安定性は最も基本的な性能

のひとつである．二輪車の場合，走

行速度によっては車体が不安定な

振動を起こすことがあることが知

られている．そのため二輪車の各パ

ラメータが安定性にどの程度寄与

するかを知ることは重要である．そ

の直進安定性に大きく影響する要

素として，タイヤ剛性とエンジンの

クランク軸の慣性がある．外乱入力

（直進走行中にハンドルにインパ

クトを与える）に対して，タイヤ剛

性の違い（スリップ角やキャンバ角

に対する発生力の違い）が直進走行

の挙動にどのように影響するかを

シミュレーションにより比較した

結果を図２に示す．タイヤのコーナ

リングフォースが減衰力として働

くため，スリップ角に対するコーナ

リングフォースが大きいほど安定

性が向上する．

エンジンのクランク軸のジャイ

ロ効果が直進安定性に影響を及ぼ

すことは知られているが，車種によ

ってはその影響度はかなり大きい．

図３にカワサキのある車種のクラ

ンク軸の回転方向を変えた場合の

外乱に対する挙動の変化のグラフ

を示す．この結果を見てわかるよう

に，クランク軸の回転方向および慣

性モーメントの影響度の把握は必

須事項のひとつである．しかし回転

方向を反転するような実験は容易

にはできないため，シミュレーショ

ンによる検討が有効となる．

この他に直進安定性に影響を与

えるパラメータとして，前輪キャス

タ角，車体重心位置，あるいはホイ

ールベースなどがある．それぞれの

パラメータの影響度の比較を行い，

支配的な要素を把握することによ

って設計の初期段階でコンセプト

にあった車体の計画を行う．

　前述のライダー制御モデルによ

り，旋回のシミュレーションも実現

されている（図４にアニメーション

を示す．アニメーションではライダ

ーは動いていないが計算上は体重

移動を行っている）．これにより，

旋回性の検討が可能になった．タイ

ヤ剛性およびクランク軸のジャイ

ロ効果により走行安定性が高まる

と，二輪車の操作性は逆に低下する．

例えば旋回開始時に安定性の低い

車体ほど旋回状態へ移行しやすい

ことは経験的に知られているが，そ

の背景にある物理的意味合いはコ

ンピュータシミュレーションによ

る仮想的な実験を行うことにより

把握が可能になる．

　定常旋回中における状態も車体

の様々なパラメータの影響を受け

ている．図５に時速 100km で半径

100m の旋回を行った時のタイヤ

剛性の違いによる走行軌跡の違い

を示す．図からわかるようにタイ

ヤ剛性の違いが目標軌跡へのトレ

ース精度に影響を与える．定常旋

回状態でのステアリングの角度な

どもこういったパラメータに応じ

て変化することがわかっている．

５．おわりに

　二輪車メーカにおけるコンピュ

ータシミュレーションによる運動

解析の役割と解析例について紹介

した．この分野はまだまだ発展する

余地を残しているが，このような仮

想実験を通じて人々が求める二輪

車の実現に寄与したいと考えてい

る．
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図２　外乱応答（タイヤ剛性の違い）

図３　外乱応答（クランク軸回転方向の違い）
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図４　旋回シミュレーション

図５　旋回軌跡
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