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自動車部品設計における CAE シミュレーション技術と
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昨今の自動車部品設計は製品化までの期間がますます短くなり，試作や評価試験の時間を削減しな
ければ納期に間に合わない状況にあり，CAE による仮想試作，仮想試験を駆使した設計が不可欠と
なりつつある。

従来の設計

CAEを用いた設計

客先要求特性等の摺り合わせ

1．自動車部品における設計の流れ
自動車部品設計の流れを図 1 に示す。
従来の設計は試作品で製品を評価し，その結果
を反映させるために再設計，再試作を繰り返す流

基本設計
（客先要求特性に合った基本形状の設定）
客先要求事項及び周辺部品
とのクリアランスを考慮した
基本デザイン［過去の 知見
（経験）によるデザイン］

れをとっていた。再設計，再試作には多大な時間
と労力が必要であり，製品の玉成に要する時間が

NG

解析

長く，設計コストと試作コストが製品コストに上

OK

乗せされ，結果としてコスト高な製品となってい

製造性の検証

た。

工数削減、品質向上に繋がる
デザインの追加、検証

CAE を用いた設計は構造解析等で試作前に製

NG

解析

品の評価（仮想試験）と再設計を繰り返し行うこ

OK

とにより，最適設計が出来る。仮想試験で不具合
や問題点を十分吟味し，除去できるので，試作品

最終形状の特性確認
（特性の追加）

による評価試験（実試験）では不具合や問題の発

客先要求特性の
再検証

生が少なく，再設計，再試作を極力抑えることが

NG

解析

出来る。結果として従来より納期が短く，コスト
を抑えた製品となる。

OK

試作

2．CAE とは 3）
NG

CAE（Computer Aided Engineering ：コンピ
ュータ支援工学）とは元々はコンピュータ支援に
よる製品の開発，設計から製造に至るまでを広く
示したものである（広義）。しかしながら，現在

NG
性能評価

性能評価

どこまで戻る？
OK

極力少なくできる
OK

量産

では FEM を中心とする各種解析を行うことを
図 1 自動車部品設計の流れ

CAE と呼ぶことが一般的である（狭義）
。
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CAE（広義）においては，設計段階では CAD
（Computer Aided Design ：コンピュータ支援設
計）が，評価段階では構造解析等の各種解析が，
試作，製造の段階では CAM（Computer Aided

ックス演算であり，コンピュータに適した計算手
法である 1）。

4．FEM 解析で出来ること

Manufacturing ：コンピュータ支援生産）等が用

FEM 解析の応用例を表 1 に示す。ここに示し

いられる。また 3D − CAD データが一貫して使用

た例はほんの一部にすぎず，応用範囲は広範囲に

され，それは製品形状のみならず，その周辺部品

わたる。これは FEM という考え方が非常に汎用

についても同様に用いられる。

性に富んでいるということもあるが，これまで解

CAE は元来，設計の品質や生産性を向上させ

析上の不具合や問題点をその都度新しい解析技術

る目的で考え出されたものである。CAE が叫ば

の開発で解決，克服してきたためである。FEM そ

れるようになった当初はもっぱらトラブルシュー

のものはすでに完成された技術として一般には受

ティング用途が中心だったが，今日では「製品開

け入れられているが，これからも新しい技術が開

発の初期段階から，コンピュータを用いた仮想試

発され続け，より広範囲で精度の高い（より現実

作・仮想試験を十分に行い，出来るだけ少ない試

に即した）ものになっていくものと思われる 1）2）。
解析の種類を表 2 に示す。解析で得られる結果

作回数で，素性の良い，高品質な製品開発を行う」
という本来の活用がされており，製品品質の向上

としては，応力，変位（ひずみ），振動特性，音

や製品コストの削減に大いに役立つこととなって

特性，熱特性等が挙げられる。

いる。

3．FEM とは

表 1 FEM 解析の応用例

CAE の中核技術の一つに構造解析があるが，
解 析 手 法 と し て は FEM（ Finite Element

分野
航空宇宙

Method ：有限要素法）が最も普及している。
FEM とは無限の自由度を持つ連続体を有限な自

原子力

由度を持つ有限要素の集合体によって近似し，こ
の集合体を数学的に厳密に解くことにより現実の
工学問題を解く一つの解法である。

建築土木

1）3）

FEM は 1956 年米国ボーイング社の技術者たち

各種プラント

が航空機の翼の新しい強度計算法を提案したこと
に始まると言われている。その後航空機，宇宙ロ

輸送機器

ケット，船舶等の構造解析に適用され，その汎用

解析例
機体の応力解析
人工衛星の振動解析，熱応力解析
ロケット・タンクの熱応力解析
原子炉上部まわりの非定常熱伝導解析
原子炉容器の流体連成振動解析
原子力プラント配管系の応力解析
ダム盛土の安定性解析
骨組構造物の振動解析及び応力解析
原子炉建家の連成振動解析
LNGタンクの熱応力解析
石油タンクの不等沈下解析
ガスタービン翼の応力解析
大型タンカーの強度解析
新型車両の変形応力解析
トランスミッション系の応力解析

性から現在ではあらゆる分野で活用されている解
析手法である 1）。

表 2 解析の種類

FEM は「どんなに複雑な形状でも，細かく分
割していくことによって，簡単な形状の集合体と

解析の種類
静解析

して表現できる」ことを基本概念として成り立っ
ている。この簡単な形状 1 つ 1 つを要素と呼ぶが，
要素は簡単な形状であるため材料力学，熱力学等

動解析

の公式を適用できるので，全要素に関する状態量
を未知数として得られた連立方程式を解けば集合
体全体を解析できる。その計算量は膨大な量とな
るが，計算のほとんどはシステム化されたマトリ
─ 2 ─

熱伝導解析

解析機能
線形静解析
非線形静解析
材料非線形
幾何学的非線形
境界非線形

主な出力物性
部材力
要素応力
節点変位
拘束反力

固有値解析
周波数応答解析
過渡応答解析
（線形・非線形）

固有値
変位・速度・加速度の
周波数応答値
時刻歴応答

定常熱伝導解析
非線形定常熱伝導解析
非定常熱伝導解析

温度分布
熱流束
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5．FEM 解析応用事例
当社自動車部品事業部技術開発部では製品開発
に FEM 解析を活用し始めている。事例をいくつ
か紹介する。
5.1

ガスケット設計

ガスケットは自動車部品にとどまらず，工業製
品として広く用いられており，当社の主力工業製
図 2 ガスケット断面図 初期形状

品の一つである。
この解析ではガスケットを所定厚さにつぶした
ときに，ガスケット及び相手材が破損することな
く，十分なシール性能が確保出来るようにガスケ
ットの形状を設計した。相手材はある程度の厚さ
ばらつきがあるので，つぶしたときのガスケット
厚さはある厚さ範囲を持つことになる。この厚さ
範囲内全てで破損せずシール性能が確保出来なけ
ればならない。
シール性能は解析結果として直接出力すること
が出来ない。そこで，予めシール性が確保できる
ときの面圧を実験で取得しておき，この面圧以上

図 3 初期形状 FEM 解析結果

になるときにシール性が確保出来ていると判定し
た。また，ガスケット及び相手材の破損の判断は
最大応力で判断した。なお，この事例では面圧お
よび応力を反力（単位長さあたりの荷重）に，ガ
スケット厚さをガスケット圧縮率に変換して性能
を評価した。
ガスケットは同一断面が無限に伸びている形状
なので，2 次元問題として平面ひずみ要素を用い
てモデル化した。また，左右対称形状であるため，
1/2 モデルとした。荷重は強制変位，解析の種類

図 4 ガスケット断面図 最適形状

は幾何学的非線形静解析である。
設計初期のガスケット断面形状及び解析結果を
それぞれ図 2，3 に，得られた最適形状及びその
解析結果を図 4，5 に示す。また，シール性判定
の結果を図 6 に示す。図 6 に示した設計範囲内に
反力−圧縮率曲線が収まれば良好な性能が得られ
たと判断できる。所定厚さ範囲内で許容最大値を
超えるような反力が発生する場合はガスケットや
相手材が破損し，許容最小値に満たない反力しか
発生しない場合は十分なシール性が得られない。
図 6 より，設計初期の形状では反力が許容値を
超え，相手材が破損することが予想される。得ら
─ 3 ─

図 5 最適形状 FEM 解析結果
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れた最適形状では反力値が範囲内にあり，破損す

厚さ範囲

ることなく十分なシール性を発揮することが予想

破損！
破損限界反力

最適形状のガスケットを試作し，シール性能評

反力

される。

初期形状
最適形状 解析値
最適形状 実測値

価試験を実施した。結果を図 6 に示す。解析値に
比べ実測値は若干小さい値を示したが，概ね良好
な一致が見られた。試験では必要十分なシール性
が発揮され，またガスケット及び相手材の破損は
認められなかった。
5.2

シール性限界反力
15%

20%

25%

30%

35%
40%
45%
ガスケット圧縮率

50%

55%

図 6 反力−ガスケット圧縮率曲線

ブレーキシムの爪強度解析

ブレーキシムはディスクブレーキのブレーキ鳴
きを抑える目的で，ブレーキパッドとマスターシ
リンダーの間に設置される平板状の部品である。

フック

ブレーキパッドの裏側に設置され，接着剤で接着
することもあるが，通常はいくつかの爪でクリッ
プオンされる。
この解析では客先振動耐久試験で爪部分にクラ
ックが発生したブレーキシムのトラブルシューテ
ィングとして，設計変更を行い，対策形状を提案
した。クラック発生箇所は爪の付け根であり，こ
こに応力がどの程度発生するかでクラックが発生
するかどうかの判断が出来る。
解析したブレーキシムの概要を図 7 に示す。解

図 7 ブレーキシム概要

析モデルは問題箇所となっている爪の部分のみと
表 3 シムの形状

した。ブレーキシムは薄肉の板形状製品であるの
で，平面応力要素を用いてモデル化した。荷重は
強制変位，解析の種類は線形静解析である。
解析したシムの形状を表 3 に，解析結果を図 8
に示す。応力は初期形状での応力値を 1 とした場
合の相対値として示した。対策形状の相対応力値
は 0.34 と大幅に低減できた。このシムを試作し，
客先にて実機評価を実施したところクラックの発
生は全く認められず，良好な形状であることが確
認できた。
この解析において，応力値がどの程度以上であ
るとクラックが発生するかは不明である。クラッ
ク発生と解析応力値との相関関係を導き出すこと
が今後の課題である。
5.3

インサルカバーの振動解析

インサルカバーは自動車のエキゾーストマニホ
ールド等から放出される熱により，周辺部品が熱
害などの損傷を受けないよう，エキゾーストマニ
─ 4 ─

漓初期形状

滷対策形状

図 8 シムの爪 FEM 解析結果

60%
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ホールド等に取り付けられる鋼板を成型した金属

検討の結果，最も効果があった設計仕様の解析

部品である。本来遮熱板としての機能が要求され

結果を図 14 に示した。設計変更前の解析結果

るが，エンジンの近くに設置されるためエンジン

（図 9）と比較してひずみの集中が少なく，その値

からの振動を受けやすく，その振動の影響による
カバーからの放射音やカバー自体の破損を防止す
る設計が要求される。
この解析では，開発中に発生したインサルカバ
ー破損について，破損防止を目的とした設計変更
に対して解析を行い，解析結果から最も効果のあ

図 10 ベロカット検討形状

る設計変更を決定した。また，解析の種類として
は固有値解析を用いた。固有値解析は対象物の固
有振動周波数とその周波数の振動を与えられたと
きに対象物がどのような動きをするかを見極める
ために実施される。応力値や変位量の絶対値を知
ることは出来ないが，周波数や対象物の動きから
問題となる振動や応力集中箇所が予測でき，且つ
比較的容易に実施できるためよく用いられる。解
析結果はひずみエネルギー密度で評価した。
当社で設計したインサルカバーをエンジンベン
チ試験機にて耐久試験をしたところ，クラックが
数カ所発生した。破損対策として設計変更するこ
ととなったが，試作期間や開発費用の削減を図る
ため，解析結果をベースとした対策設計を提案す
ることとなった。

図 11 ビード追加検討形状

クラックが発生したインサルカバーの固有値解
析の一例を図 9 に示す。クラック発生箇所にひず
みが集中していることが確認できる。
図 10 〜 13 に検討した形状の変更案を示した。
これにボルトのサイズ変更や板厚の変更等の検討
も加え，それぞれを組み合わせて約 30 ケースの

図 12

ビード削除＋フランジ追加検討形状

検討形状を解析した。

図 9 インサルカバー初期形状解析結果

図 13 フランジ追加検討形状
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みにして間違った評価で設計を進めれば，CAE
設計の特徴を生かすどころか，逆に品質を悪化さ
せる要因に成りかねない。このような事態に陥ら
ないために，いくつかの注意点を列挙する。
まず第一に，材料力学等の基本的な物理学の知
識が必要である。解析結果が物理的に成立し得な
い状況を示していないかを判断することが，解析
結果判断の第一歩である。
次に，FEM 解析特有の知識とノウハウを身に
付けることである。FEM 解析は形状の近似を始

図 14 インサルカバー設計変更後解析結果

め，数多くの近似と仮定から成り立っている。極
端な近似は大きな結果誤差を生み，仮定に誤りが
も小さいことがわかる。この設計変更を客先に提

あれば全く違った結果を生む。解析結果に疑問が

案し，対策仕様として量産化まで結びついている。

ある場合，近似が適度であるか，仮定が適切であ

この事例では設計変更に伴う費用削減効果と納

るかを判断できなければならない。また，解析対

期短縮効果が大きかった。解析を用いない従来の

象に対してどのようにモデル化すれば適切な解析

方法では，

が出来るかの知識とノウハウが必要である。
より実際に即した解析結果を得るためには解析

・試作型製作費用：約 500 万円

パラメータを吟味する必要がある。解析ソフトに

（ビード 5 形状に対して ZaS 型製作と仮定）
・評価試験費用：約 200 万円（人件費含む）

は予め物性値等のパラメータが用意されており，

○総費用：約 700 万円

また文献を参照してパラメータを設定することも

○期間：約 2 ヶ月

出来るが，場合によっては現実に即した結果が得
られないときがある。また，文献に出ていないよ

と見積もられる。一方，この事例では
○ CAD 及び解析業務人件費：約 20 万円

うな物を解析する際にはパラメータを自ら用意す

○期間：約 2 日

る必要がある。このような場合は実物で物性取得
試験や簡易評価試験を実施し，その結果を再現で

であった。
この解析では動解析としては最も簡便な解析機

きるようにパラメータを調整する必要がある。

能である固有値解析のみを用いて設計変更仕様を

FEM 解析では近似と仮定を設けるため，実際

決定した。固有値解析では定性的な判断しか出来

の現象とぴったり合った解析結果が得られること

ず，相対評価でしか設計の優劣を判定できない。

は少ない。実際の現象を再現するために多くの労

定量的で絶対評価が可能な周波数応答解析や，遮

力を割くよりは，ある程度実際の現象を模擬した

熱効果を評価するための熱解析等を有効的に活用

結果が得られたら，いくつかのモデルを用意し，

できるようにすることが今後の課題である。

解析結果を相対評価してよりよいものを選び出す
方が，効果的な FEM 解析の活用方法といえる。

6．FEM 解析の注意点
コンピュータの著しい発展により，FEM 解析

7．FEM 解析を用いることで得られる効果

は従来の解析専門家だけのものではなく，使おう
と思えば誰でも使える道具と成りつつある。加え
て，FEM 解析はデータさえ入力すればすぐに結

FEM 解析を用いることで得られる効果を列挙
する。
（ア）開発のスピードアップ

果が出る便利な道具でもある。しかし，得られた
結果が正しいかどうかの保証はなく，すべてユー
ザーが判断しなければならない。解析結果を鵜呑
─ 6 ─

漓

試作回数や評価試験回数の削減
例：従来の設計変更期間： 2 ヶ月
CAE の設計変更期間： 2 日
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（イ）製品のコストダウン
漓
滷

最後に，本報告の執筆にご協力いただきました

試作費用や評価試験費用の削減

（有）構造計算テクノロジー安藤様に深謝します。

開発のスピードアップによる人件費削
減

1） 東町高雄， 有限要素法のノウハウ ，森北出版（1993）
2） O.C.Zienkiewicz， 基礎工学におけるマトリックス有
限要素法 ，培風館（1971）
3） 機械設計者のための 3 次元 CAD，CAE 導入・活用ガ
イド ，日刊工業新聞（1998）

例：従来の費用： 700 万円
CAE の費用： 20 万円
（ウ）品質向上
漓
滷

参考文献

最適設計
従来のカンや経験では導き出せなかっ
た最適条件の検出

筆者紹介

（エ）品質保証

川崎

美宏

漓

仮想評価試験による品質上下限の設定

自動車部品事業部

滷

実物では困難な評価試験実施による，

技術開発部

不具合の未然防止。

新機能材技術開発チーム

8．お わ り に
CAE は今後ますます活用範囲が広まり，これ

丹羽

隆弘

なくしては製品開発ができなく成りつつある。

自動車部品事業部

CAE による設計，開発を円滑に進めるためには

技術開発部

解析担当者，設計担当者のスキルアップが何より

新機能材技術開発チーム

大切である。そのためにも，みなさんからのより

チームリーダー

多くのご意見，ご要望，解析依頼を願っておりま
す。
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