
まえがき＝地球温暖化や化石燃料の枯渇を背景として，
自動車の燃費規制が世界的に強化されてきている。これ
に対して，自動車メーカは新しい駆動システムを持つ車
両の開発を進めるとともに，重くなる傾向にあった車体
の軽量化にも取組み，主要素材である鋼の高強度化や構
造合理化，あるいは軽量材料への置換の動きを加速させ
ている。
　当社では，アルミ鍛造品の高い軽量化効果に着目し，
アルミ鍛造サスペンション部材の開発に取組んできた。
2001 年には，大安工場において同部材の連続鋳造から鍛
造，検査までの一貫生産を開始し 1），さらには，2005 年
から北米工場での生産を開始することによって年間 700
万本以上の供給体制を確立した。同時に，高強度合金の
開発 2），有限要素法（FEM）による性能予測技術の高度
化，鍛造シミュレーションによる工程設計改善などにも
取組み3）， 4），自動車メーカに対してより軽量なサスペン
ション部材の提案を行ってきた。
　しかし近年，高強度鋼板や新しい加工技術の導入によ
る軽量化の進展，他のアルミ鍛造メーカとの競合激化に
ともない，より一層の軽量化が求められてきている。
　図1に例示するようなサスペンション部材は要求性能
が多岐に亘ること，鍛造品は形状自由度が高いことなど
からアルミ鍛造サスペンション部材の設計には膨大な工
数が必要となる。このため，過去の類似形状を基に改良
を加えながら設計を行うことが多いが，高い軽量化目標
に十分にこたえきれなかったり，あるいは設計が長期化
する傾向が生じつつあった。
　そこで著者らは，軽量構造の徹底した追及および設計
工数削減を目的として，近年，産業界での実用化例が増
加傾向にある最適化技術に着目し，アルミ鍛造サスペン
ション部材設計への適用を検討してきた。

　本稿では，最適化の一手法であるトポロジー最適化 5）

を利用した設計フローを構築し，アルミ鍛造サスペンシ
ョン部材の設計に適用した事例を報告する。

1．トポロジー最適化

　最適化とは，いくつかの制約条件の下で，目的関数が
最小（または最大）となる設計変数の組合せを効率的に
決定する数学的手法である。その手法は，設計変数の変
動に対する目的関数などの変動との比（感度）を利用す
る勾配法と，設計変数に対する目的関数などの値のみを
利用する直接探索法に大別でき，それぞれ極めて多様な
手法が考案されている。
　対象が構造物の場合の最適化手法は，設計変数の採り
方によって寸法最適化，形状最適化，およびトポロジー
最適化に分類できる。これらの手法は，理論の発展や汎
用ソフトの充実，CAEの普及を背景に発展してきた。
　本稿で適用するトポロジー最適化は，1988 年に
Benso/eら5）によって提案された連続体内の材料配置を最
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Applying Optimization Technology to Designing Forged-aluminum 
Suspension Members

To reduce the weight and designing time of forged aluminum suspension members, a new designing 
method has been developed, applying topology optimization technology. This method is characterized by 
using topology optimization results to derive global optimum structures, which are difficult to obtain through 
skilled designing. We applied this approach to the design of an actual suspension member and succeeded in 
obtaining a structure that was 10％ lighter than that of a conventional design and took almost the same 
amount of designing time.
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図 1 サスペンション部材の例（ダブル・ウィッシュボーン方式
フロントサスペンション）

������ Example of suspension members (front suspension structure 
of double wishbone type)
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適化する手法である。その基本概念は，固定された設計
領域�に対して次式で表される特性関数χ（�）を導入し，
χ（�）＝1となる領域Ωdの配置を導くことにある（図2）。

　　 
  ……………………………（1）

1，0はそれぞれ，材料がある状態，ない状態に対応する。
しかし，式（1）の特性関数は離散値であるため，設計領
域の多くで微視的な不連続性を有し，そのままでは最適
解が得られない。そこで，特性関数を巨視的な意味で連
続化（緩和）し，勾配法をベースとした最適化が可能な
形式に置換する方法として，均質化設計法 5），6）や密度
法 7），8）などが考案されている。
　本稿で採用した密度法では，対象とする特性がその場
所の相対密度ρのみに依存すると仮定し，特性関数の連
続化を行う。一般的には，対象とする特性とρとの関係
に SIMP（Solid Isotropic Material Penalization）法と呼ば
れるべき乗関係を適用する。力学問題を例にとれば，要
素 i の剛性マトリクス�i，eと相対密度ρiとを次式のよう
に関連付ける。
　　�i，e（ρi）＝�0i，eρi�  …………………………………（2）
�0i，eはρi＝ 1 のときの要素剛性マトリクス，�は中間的
な相対密度を排除するためのペナルティパラメータであ
り，通常 2～ 4を与える。なお，トポロジー最適化では，
一般に設計変数が膨大となるため，設計変数一つ一つに
対して目的関数および制約条件の感度解析を行うことは
困難である。そこで，1回の演算で各設計変数の感度を
求めることができる随伴変数法 9）と呼ばれる手法が用い
られる。
　トポロジー最適化を単純な力学問題に適用した例を図
3に示す。ここでは，正方形平板の4隅を変位拘束し，中
心節点に面法線方向の集中荷重を加え，制約条件をコン
プライアンス（剛性の逆数），目的関数を質量最小化とし
て SIMP法によるトポロジー最適化を行った。最適化で
得られた相対密度分布に対し，2値化（低密度要素の削
除）や平滑化処理などを施すことによって具体的な設計
を行ううえでの有益なヒントが得られることが分かる。
　ここでは単純な例を示したが，トポロジー最適化の最
大の特長は，複雑な問題であっても設計者のみでは想起
困難な構造案が短期間に得られることにあり，さまざま
な部材設計への適用が検討されてきた10）。一方，“一般
に製造困難な形状が導かれる”， “2 値化後の性能の精度
が予測困難”，“原則として材料非線形性が考慮できな

χ(x)＝�1　if  x∈Ωd�0　if  x∈D/Ωd

い”，といった弱点もある。最適化結果を製造可能な形
状に近づける研究は盛んに行われ 11），押出方向や型抜き
方向，部材寸法を制御する手法などが実用化されている。

2．サスペンション部材設計へのトポロジー最適
化の適用

2．1　設計手法の構築

　構造設計は一般に，大域的な構造をおおまかに決定す
るプロセスと，決定した大域的な構造に対して所定の性
能を満足するための局所的な形状修正を行うプロセスと
に分けることができる。本稿では便宜上，前者のプロセ
スを概念設計，後者のプロセスを詳細設計と呼ぶことに
する。
　従来の設計フローでは，概念設計には重点をおかず，
主に類似形状からの転用，あるいは設計者の力学的知識
や経験，感覚に基づいた設計を行っていた。したがっ
て，詳細設計が少ない工数で完了することはまれで，通
常，10 回以上の形状修正が必要であった。また概念設計
の不十分さから，局所的な形状修正のみでは目標を達成
できない状況に陥り，大域的構造の見直しに戻らざるを
得ないケースもあった。
　従来の設計フローにおける上記課題にかんがみ，著者
らはトポロジー最適化の特長を生かした新たな設計フロ
ーを構築した。新たな設計フローを，従来の設計フロー
と比較するかたちで図 4に示す。新設計フローでは，概
念設計にトポロジー最適化を組込み，設計者のみでは得
ることが難しい優れた大域的構造を導出することによっ
て従来設計フローにおける課題の解決を目指す。以下に
そのフローを説明する。
（1）他部材と干渉しない設計領域�を作成
（2）複数要件を同時に考慮したトポロジー最適化を，

制約条件を変えて実行。なお，降伏荷重や破断荷
重などの強度要件は剛性制約に置換

（3）低密度要素を機械的に削除したラフモデルに対し
て FEM解析を実行
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図 2  設計領域�への特性関数χの導入
������  Adoption of characteristic function χ into design region
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図 3  トポロジー最適化の適用例
������  Example of an application of topology optimization
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（4）得られた性能－質量関係を分析し，具体化時に目
標性能を満足すると考えられるラフモデルを決定

（5）同モデルを基に，製造（鍛造）制約を考慮して形
状を具体化

　上記（2）で制約条件を変えて最適化を実行するのは，
トポロジー最適化では強度要件を剛性制約に置換せざる
を得ず，剛性制約の適正値のスクリーニングが必要とな
るためである。強度と剛性では最適形状に差異が生じ得
るが，概念設計段階における実用上の不都合は少ないと
判断した。
　（3），（4）では，低密度要素を削除したラフモデルに対
して FEM解析を行い，性能を確認したうえで具体化形
状の作成に使用するラフモデルを決定する。具体化形状
の性能を予測するためにこのプロセスを実行するが，ラ
フモデルの性能は平滑なモデルに比べて要素種類や要素
サイズに敏感なため，ラフモデルの決定にはさまざまな
知識が必要となる。
　（5）のラフモデルからの形状具体化では，精度を高め

るため，（3）のFEM解析結果を参照して具体化形状に反
映させる。なお，具体化の方法には厳密なルールは設け
ず，設計者の判断の余地を残すこととした。
　これ以降の詳細設計は従来設計フローと同様であり，
目標を満足するまで（6）～（8）の手順を繰り返す。
（6）FEM解析を実行し，性能を確認
（7）目標とする性能と質量を満足するかを判断
（8）（7）が否であれば局所的な形状修正を実行
　（8）では，設計者が FEM解析の結果を力学的に解釈
し，形状変化に対する質量変化と性能変化の感度を把握
しながら最適と思われる方向へと形状修正を行う。サス
ペンション部材は一般に，荷重入力によって曲げやねじ
りなどの変形モードが複合した複雑な応力分布を示し，
かつ鍛造制約や他の要件への影響も考慮しなければなら
ないため，形状修正方向の決定には設計者の高い洞察力
や豊富な経験が必要となる。
2．2　設計対象

　構築した新設計フローの有効性を評価するため，従来
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図 5  従来設計フロントロアアーム形状および解析条件
������  Conventional design configuration of front-lower arm and analysis conditions under consideration

図 4  従来設計フローおよび新設計フロー
������  Conventional design flow diagram and new design flow diagram



フローで設計したフロントロアアーム（図 5）を対象に，
新設計フローによる再設計を実施した。従来設計フロー
で得られた形状の性能を表 1に示す。
　評価要件には，P＋方向（軸直角方向）入力の降伏荷
重と破断荷重，Q方向（軸方向）入力の剛性，および拘
束なしの状態での曲げ 1次固有振動数の 4つを選んだ。
固有振動数要件は主に共振防止のために設定される。解
析条件は図 5中に併記した。
　また，設計目標には，“従来設計形状の全性能を上回
り，かつ 10％以上軽くすること”を設定した。
　なお，アルミ鍛造材は表 2の特性を持つ均質材とし，
全て四面体二次要素でモデル化を行った。FEM 解析ソ
ルバにはABAQUS 6.7，最適化ソフトにはOptiStruct 10.0

（Altair Engineering 社）を使用した。
2．3　設計結果

　作成した設計領域（7,879g）を図 6に示す。ボールジ
ョイントやブシュ取付部，ボルト穴周辺は設計領域から
除外した。トポロジー最適化条件を表3にまとめる。得
られる形状を製造可能なものに近づけるため，型抜き方
向制約および最小部材寸法の製造制約を加えた。
　トポロジー最適化結果から低密度要素を削除して得た
ラフモデルの性能- 質量関係を図 7に示す。同図および
ラフモデルの性質を考慮し，2,480g（ρ≧0.7）のラフモ
デルを基に形状の具体化を行った。図8にラフモデルと
具体化した形状を示す。具体化形状は 2,646g で 166g 増
加し，目標質量には未達であるが，全ての要件で性能が
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Natural frequency
(1st) (Hz)

Q stiffness
(kN/mm)

P＋failure
load (kN)

P＋yield load 
(kN)

Mass
(g)

54716845.631.22,506

表 1  従来設計フロントロアアーム形状の性能
��������Performances of conventional front-lower arm design 

configuration
Elongation
(％)

Tensile
strength
(MPa)

Yield
strength
(MPa)

Poisson's
ratio

Young's
modulus
(MPa)

Density
(g/cm3)

103453150.3368,6502.70

表 2  材料特性
���������Material properties

Other conditionsLoad steps and constraintsObjective functionOptimization
methodSoftware

（1）ρ＝3（�i，e∝ρi3）
（2）Draw direction constraint：F direction
（3）Minimum member size constraint≧30mm

（1）P stiffness≧6.24 - 12.48kN/mm
（2）Q stiffness≧168kN/mm
（3）Natural frequency（1st）≧547Hz

Mass
(Minimize)

Topology
(SIMP method)

OptiStruct
(Ver.10.0)

表 3  最適化条件
���������Optimization conditions

図 6  設計領域
������  Design region
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過剰であった。その後，2回の形状修正と性能解析を繰
返し，目標を満足する 2,254gの形状が得られたため設計
を終了した。図9にラフモデルから最終的な設計形状に
至るまでを示す。また，表 4に各設計段階における性能
をまとめる。

3．考察

　設計目標の厳しさが異なるため，工数を横並びで比較
することは適当ではないが，設計各段階で要した計算機
使用を含めた工数と従来設計での工数（いずれも概算）
を図10に示す。ここで，人一人による作業は 1日を 8時
間，計算機使用は 1日を 24 時間として計算した。
　図10 より，新設計フローは，従来設計フローに比べて
詳細設計の工数が減少していることがわかる。少ない詳
細設計の工数で従来より厳しい設計目標を満足したこと
は，トポロジー最適化による概念設計が有効に機能し，
優れた大域的構造が得られたことを示すと考える。
　一方で，トポロジー最適化にも無視できない工数が必
要となることが影響し，今回のケースでは従来設計フロ
ーからの総工数の大幅な削減には至らなかった。しか
し，設計目標が厳しくなる場合には , 一般に詳細設計で
の形状修正に費やす工数が増加するため，概念設計にお
いて優れた大域的構造が得られる本設計フローを採る方
が総工数の削減につながりやすいと考える。

　最後に，新設計フローにおいても，トポロジー最適化
結果から具体化モデルを作成するプロセスをはじめ，多
くのプロセスで設計者の判断が関与することも強調して
おく。これは，最適化技術の適用にあたって，設計手順
を厳密にルール化し設計者に依存する部分を極力排除す
ることを試みたが，結果として遠回りとなり有益な結果
が得られなかった著者らの経験に基づいている。
　製造制約をはじめ，設計で考慮すべき諸条件を厳密に
定義することが難しいなど，少なくとも現時点での最適
化技術には限界がある。そのことを十分に理解したうえ
で，設計者の苦手とする部分に最適化技術を組込んだ設
計フローを対象に応じて構築することによって，最も有
益な効果が得られるものと考える。　
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表 4  各設計形状の性能
���������Performances of each design configurations

図 9  設計形状のまとめ
������  design configurations
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図10  設計工数の比較
������  Comparison of designing man-days
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Modified model (2nd)55118249.632.52,2545

Designed by conventional
design flow

54716845.631.22,506
Conventional
design



むすび＝トポロジー最適化を利用したアルミ鍛造サスペ
ンション部材の設計フローを構築し，実部材設計への適
用を試みた。その結果，従来の設計フローと同等の工数
で，従来の設計形状より約 10％軽量な形状を導出した。
　産業界における最適化技術の導入事例は，今後も増加
することが予想される。製品設計分野において最適化技
術は万能ではないが，そのことを十分にわきまえたうえ
で，トポロジー最適化をはじめとする有用な技術は積極
的に活用し，ユーザの期待にこたえていきたいと考えて
いる。
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