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まえがき＝省エネルギーや温室効果ガス削減に向けて自
動車の燃費やCO2排出量の基準が段階的に強化されてい
るなか，その対応として走行抵抗の低減策の一つである
軽量化が強く求められている。いっぽう，衝突安全性の
向上を目指し，安全基準や自動車アセスメントの強化と
拡充が進められ，ボデーの強化やエネルギー吸収量の向
上が求められている。
　こうしたボデーの軽量化と強化という課題を両立させ
る手段として，材料の高強度化，軽量素材への置換，構
造の合理化などが進められている。そのうち最も主要な
方策である鋼板の高強度化においては，それに伴う加工
性の低下から，部品形状の簡略化を強いられるなど，部
品の形状自由度が低下するという問題がある 1 ）。このよ
うな問題に対し，当社は従来の鋼板に比べ加工性を高め
た高強度鋼板（以下，高加工性ハイテン材という）の開
発 2 ）～ 4 ）やその利用技術の開発 5 ）～ 8 ）など，自動車のさ
らなる軽量化に貢献することを目指して技術開発を行っ
ている。
　本稿では，その一例として軽量化ニーズの高い自動車
部品の一つであるシートフレームを対象に，高加工性ハ
イテン材を活用して軽量化を実現する部品形状の導出を
試みたのでその結果を報告する。

1 . 軽量化の課題と対策の考え方

　鋼板の高強度化による軽量化は，薄肉化と引き換えに
低下する部材強度を，材料の高強度化によって補完する
ものである。しかしながら，部材剛性は弾性係数や板厚，
部材形状に依存するため，薄肉化によって低下する剛性
は材料の高強度化によって補完することはできない。そ

のため，薄肉化による軽量化では，剛性の向上が一つの
課題となっている。その課題に対し，部品形状に剛性を
補うための形状（以下，補剛形状という）を形成するこ
とによる対策を考える。形状の追加は重量増を伴うた
め，補剛形状は最小とすべきであるが，部位を限定した
局所的な形状の追加は，部品の成形難度が増すと考えら
れる。そこで，高加工性ハイテン材の優れた加工性を生
かしてその形状を成形することで，剛性と軽量化の両立
を図ることにした。

2 . 検討対象

2. 1　シートフレームに求められる剛性
　自動車のシートは多様な機能を有し，シートフレーム
は様々な外力に対する剛性が求められる。そのうち，後
面衝突時の初期変形域の剛性は，乗員の頸部傷害の軽減
に関係し，アクティブヘッドレストなど機構部品の廃止
にもつながる 9 ）ため，軽量化や原価低減などを期待で
きる非常に重要な特性である。そこで，本検討ではシー
トフレームの車両後方負荷における剛性を目標特性とし
た。
2. 2　構成部品の剛性への寄与
　量産車両のシートフレームからリバースエンジニアリ
ングにて作成した有限要素モデルを使い，3.1節に定義
する剛性値に及ぼす各構成部品の寄与を調査した。構成
部品の板厚を設計変数にグローバル感度解析を行った結
果を図 1 に示す。横軸は剛性値への寄与率を示してい
る。本結果から，バックサイドフレーム，クッションサ
イドフレーム，ロアレール，アッパレールの 4 部品の寄
与がとくに高いことが分かる。
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2. 3　検討対象の選定
　前節で述べた 4 部品のうち，ロアレールおよびアッパ
レールは機能面からほぼ一様断面の部品であり，前章の
局所的な補剛形状による軽量化の考え方に沿わない。こ
のため検討の対象から除外し，バックサイドフレームお
よびクッションサイドフレームの 2 部品について量産部
品の板厚を調査した。2009年～2014年に量販された10車
種に適用されている材料の板厚を図 2 に示す。この図か
ら， 2 部品の相対比較においては，クッションサイドフ
レームの板厚が厚く，薄肉化の余地が残ると考えられ
る。そこで，構成部品の中からクッションサイドフレー
ムを検討対象として選択した。

3 . 補剛形状の検討

3. 1　剛性値の定義
　本検討では，シートフレーム上部の中央点（図 1 およ
び図 3 のa点）に後方へ荷重を負荷した際の，その荷重
を負荷点の変位量で除した値（式（ 1 ），以下剛性値と
いう）と定義した。
　　k＝F/x ………………………………………………（ 1 ）
ここに，
　　　　k：剛性値
　　　　F：負荷点の荷重
　　　　x：負荷点の変位量
3. 2　クッションサイドフレームの変形挙動の明確化
　クッションサイドフレームの変形挙動を明らかにする

ため，量産シートフレームの後方載荷実験を行い，クッ
ションサイドフレームの変位量を測定した。
　実験の外観を図 3 に示す。実験では，車体と同様に固
定できる治具を用いてシートフレームを定盤に固定し
た。アジャスタは，JIS D 4610を参考に前後位置を最後
端位置とし，シートバック角度を25°にセットした。そ
してバックフレーム上部の中央（図 3 中のa点）を油圧
ジャッキにて後方へ1.5kN載荷し，クッションサイドフ
レーム上の40点における載荷前後の 3 次元空間座標を非
接触式 3 次元測定機で測定した。ここで得られる座標値
の差は移動量であり，当該部品の変形成分と剛体回転成
分からなる。そこで，前後にある 2 本の連結ロッド （図
1 のConnecting rod）の中心を結ぶ線が定盤となす角
度の変化量を剛体回転量として移動量から減算すること
で当該部品の変位量とした。
　車両の高さ方向（z）および幅方向（y）の変位量を
図 4 に示す。グラフ中の各プロットのマーカは，上部の

図 2  量産車のクッションサイドフレームおよびバックサイドフ
レームの板厚調査結果（当社調べ）

Fig. 2  Trend of sheet thickness of cushion side frame and back side 
frame

図 1  シートフレーム構成部品の剛性への寄与率
Fig. 1  Contribution rate of seat frame components to seat frame 

stiffness

図 3  シートフレームの後方載荷実験の外観
Fig. 3  Load test in rearward direction

図 4  後方載荷実験におけるクッションサイドフレームの変形量
Fig. 4  Deformation of cushion side frame in load test
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写真中のマーカに対応している。図 4（a）からは，当
該部品は側面視で曲げ変形していることが，また図 4

（b）からは，上面視でバックフレーム取付部の近傍で
上部と下部との間に相対変位が発生，つまり車両前後方
向（x）軸回りにねじれ変形していることが確認できる。
3. 3　剛性評価の方法
　剛性評価には汎用有限要素法プログラムを用いた。周
辺部品の変形による現象複雑化の回避，およびモデル作
成や計算時間の短縮化を目的に，シートフレーム全体を
モデル化せず，対象部品のみを単体でモデル化し，前節
で示した変形状態を境界条件で再現した（図 5 ）。
　クッションサイドフレームに連接する周辺部品のう
ち，最も剛とみなせる連結ロッドとの接合点を変位拘束
点とし，図 4（a）の面内曲げ変形を再現するため，前
側のみ車両前後方向（x）の変位を自由とし，前後の連
結ロッドの相対位置が自由に変化できる条件とした。ま
た，図 4（a）の面内曲げと図 4（b）のねじれ変形を再
現させるモーメントを発生させるため，バックフレーム
上部中央（a点）に相当するx方向，z方向ともオフセッ
トした位置（図 5 のa点）に強制変位を与えた。
　本境界条件下で求めた各方向の変位量を図 6 に示す。
図 6（a）からは図 4（a）と同様に側面視の曲げ変形が，
また図 6（b）からは図 4（b）と同様に車両前後方向（x）
軸回りのねじり変形が確認でき，両者の変形挙動は実験
結果と良く一致することが確認できた。
3. 4　剛性と重量に及ぼす設計変数の影響
　薄肉化しながらも剛性を維持し，軽量化効果も得るた
めには，付与する補剛形状の重量変動に対する剛性変動
が，板厚のそれ以上であることが必要である。そこで，
部品形状を決定する設計変数を変動させた際の重量変動
量あたりの剛性変動量を調査した。
　部品の側面視の外形形状を変更しないという制約条件
の下に図 7 に示す設計変数を変動させて線形構造解析
を行い，変動重量あたりの剛性変動量を算出した結果を
図 8 に示す。車両前後方向（x）へ伸びる部品下部のビ
ードの高さ（図 7 中のH2）を増すことが最も重量効率
よく剛性を向上でき，また板厚のそれを上回ることが分
かる。本設計変数は，部品下部の局所剛性に関係するも
のであることから，当該部位の変形が剛性値に影響して
いると考えられる。
3. 5　剛性と部品変形量の関係
　前節の調査の結果，車両前後方向（x）へ伸びる部品
下部のビードの変形が剛性値に影響していることが示唆
されたため，両者の相関分析を行った。
　部品下部のビードの高さについて，無作為に範囲を選
択して変更した15の部品モデルを線形構造解析し，当該
ビード上の各点（図 9 上図）における車両幅方向（y），
および高さ方向（z）それぞれの変位量と剛性値の相関
分析結果を表 1 に，相関係数の分布を図 9 に示す。本結
果は，有意水準 1 ％で検定すると各方向ともx＝350から
450で有意な差が認められ（p＜0.01），母相関係数の
99％信頼区間は，例えばx＝400ではそれぞれ－0.975～
－0.999，－0.789～－0.988と非常に強い負の相関がみら

図 7  部品形状の設計変数
Fig. 7  Geometry parameters

図 6  構造解析におけるクッションサイドフレームの変形量
Fig. 6  Deformation of cushion side frame in structural analysis

図 5  構造解析の境界条件
Fig. 5  Boundary condition in structural analysis
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れる。つまり，剛性値はx＝400付近の変位量と非常に
強い負の相関があり，当部位の変形を抑制することで剛
性値を向上できるものと考えられる。

3. 6　補剛形状の導出
　前節までの調査結果から，重量効率よく剛性を向上さ
せるために設定すべき補剛形状は，x＝400近傍の変位
を抑制することを目的に下部ビードの高さを増して設定
すれば良いと考えられる。そこで，補剛ビードを部品内
で機能するはり

4 4

と見立て，当該部を曲げモーメントが全
長一定の片持ちばりの自由端とみなせば， 当該部変位量
はBernoulli-Eulerのはり理論から導出される式（ 2 ）が
適用できる。式（ 2 ）によれば，たわみ量は固定端まで
の長さの 2 乗に比例するため，その抑制には相対的に剛
な部位と最短距離でつなぐことが有効である。
　　w＝（Ml 2）/（2EIy）  …………………………………（ 2 ）
ここに，
　　　　w：自由端の最大たわみ量
　　　　M：曲げモーメント
　　　　l：固定端から自由端までの長さ
　　　　E：ヤング率
　　　　Iy：y軸回りの断面 2 次モーメント
したがって，変形量を抑制したいx＝400近傍から後部
の連結ロッド近傍をつなぐ区間に補剛のためのビード形
状を設定することで，最小重量で剛性向上が図れるとい
う結論が得られた。

4 . 補剛形状の適用

4. 1　軽量化効果
　前章の結果を量産部品（図10（a））に適用し，軽量
化効果を確認した。ここで使用した量産部品の部品下部
には高さ約14mmのビードが車両前後方向に伸びてお
り，これに対して図10（b）に示すように，前述の部位
に限定して高さを28mmとする補剛形状を追加した。
　補剛形状を追加した部品の剛性と重量の関係を図11
に示す。縦軸，横軸ともにそれぞれの量産部品（t＝
1.6mm）の値で正規化している。板厚を1.4mmにゲー
ジダウンしながら剛性を維持し，10％の軽量化効果を得

図 9  シートフレーム剛性値とクッションサイドフレーム変位の
相関係数の分布

Fig. 9  Distribution of correlation coefficients between seat frame 
stiffness and displacements at lower bead in cushion side 
frame

図 8  設計変数を変化させた際の単位重量あたりの剛性変動量
Fig. 8  Stiffness changes per unit weight for various geometry 

parameter

表 1  シートフレーム剛性値とクッションサイドフレーム下部ビード上の変位との相関分析結果
Table 1  Results of correlation analysis between stiffness value and displacements at lower bead in cushion side frame
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られることが確認できる。
4. 2　成形性の実機検証
　補剛形状を付与したクッションサイドフレームは，局
所が突出した形状となったため，成形難度は元の量産部
品より増したと考えられる。そこで，量産部品（590MPa
級，t＝1.6mm）に比べ高強度かつ薄肉（1180MPa級，
t＝1.4mm）の鋼板を用いて成形可否の検証を行った。
　補剛形状部は厳しい張り出し成形となるため，適用す
る鋼板は伸び特性に優れる材料が好ましいと考えられ
る。そこで，同じ強度クラスの一般的なDual Phase鋼
板に比べて伸び特性に優れる1180MPa級の高加工性ハ
イテン材を用いた。表 2 にその機械的特性を示す。
　実機でプレス成形し，図12に示す成形品を採取した。
局所的な突起形状を有する形状を割れなく成形できるこ
とが確認できた。

むすび＝高加工性ハイテンを活用した軽量化の一例とし
て，自動車用シートの構成部品であるクッションサイド
フレームを対象に軽量化形状の導出を試み，以下の結果
を得た。
　 1 ）後方載荷において，部品下部に車両前後方向に伸

びるビードの高さを増すことにより，重量効率よ
く剛性を向上させることができる。

　 2 ）下部ビードの車両後方部の変形量は，剛性値と強
い負の相関がある。

　 3 ）上記部位から連結パイプ取付部下までの間のビー
ド高さを増加させると，1 ゲージダウンしながら
元の剛性を維持し，10％の軽量化効果が得られ
る。

　 4 ）上記形状は，当社の1180MPa級鋼板で割れなく
成形できる。

　今後ますます高まると予想される軽量化ニーズに対す
る高加工性ハイテン材の活用方法の一つとして本結果が
参考になれば幸いである。
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図11  補剛形状を付与した部品の剛性と重量
Fig.11  Relationship between stiffness and weight in stiffened model

図10  （a）ベンチマーク部品と（b）補剛形状を付与した部品
Fig.10  (a) Benchmark model and (b) stiffened model 

図12  1180MPa級高加工性ハイテンによる試作品
Fig.12 Forming test sample using 1180MPa-class high strength steel 

with high-formability

表 2  使用した材料の機械的特性
Table 2  Mechanical properties of material


