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まえがき＝近年，自動車の燃費性能向上や走行安定性能
向上，自動運転化や電動化によるデバイス重量増加を背
景に車体の軽量化ニーズはますます高まっている。これ
まで，自動車車体の主な素材として鋼板が多く使用され
ていた。鋼板が多用されている車体の軽量化のためにホ
ットスタンプ工法の活用やハイテン材の採用が進められ
ている。これと並行して，さらなる軽量化のためにアル
ミニウム合金（以下，アルミ合金という）などの軽量素
材の活用も進められている。
　アルミ合金の比重は鋼板の約 1 / 3 であるため，自動
車車体の軽量化材料として注目されている。その結果，
自動車への適用量（適用部位）の拡大が進み，自動車 1
台あたりのアルミ合金使用量は拡大傾向にある 1 ）。当社
においても，材料，構造設計，成形加工，接合，評価な
どの分野において自動車車体へのアルミ合金適用に向け
たソリューション技術の開発に取り組んでいる。こうし
た取り組みによって当社は，自動車車体の軽量化による
燃費の向上や地球環境保護に貢献しているものと考えて
いる。本稿では，その取り組み内容について紹介する。

1 ．自動車パネルのアルミ化状況

　自動車へのアルミパネルの適用部位はこれまでフード
がとくに多く 2 ），その採用量は拡大傾向を示している。
近年ではフードに加え，フロントフェンダ，サイドドア，
トランク，バックドア，ルーフ，サイドパネルなど，自
動車外板の多くの部位への適用事例が拡大している。ま
た，外板だけでなく車体骨格への適用事例なども増えて
きている 3 ）。

　例えば，Volkswagen社のAudi Q7やGeneral Motors
社のCadillac CT-6では，外板部品はほぼアルミ合金で
構成されており，車体骨格の一部にもアルミ合金が採用
されている。また，Jaguar Land Rover社のRange Rover
やJaguar XFでは，車体骨格を含めて比較的多くのアル
ミが採用されている 4 ），5 ）。
　自動車軽量化ニーズの高まりとともに，車種・部位と
もにアルミ採用の拡大は今後も進むものと考えられる。

2 ．材料開発への取り組み

　自動車パネル用アルミ合金板材は大きく分けて5000系
合金と6000系合金がある。とくに6000系合金では，自動
車製造工程にある塗装焼付時の熱処理を利用すること
で，強度（耐力）が向上できるという特長があり，活用
が進んでいる 2 ）。
　当社では，このようなアルミ合金材の自動車パネルへ
の適用に向けた技術の開発に取り組んでいる 6 ），7 ）。すな
わち，アルミ合金材の強度や成形性といった機械的特性
の向上，合金開発やプロセス技術，さらには表面処理技
術の開発を進めている 6 ），7 ）。

3 ．構造設計および構造評価技術への取り組み

　アルミ合金は鉄鋼と比べて軽量であるものの，鋼板よ
りも重量あたりの単価が高いという問題がある 8 ）。そこ
で当社では，次の 3 点を目指して自動車部品の構造開発
を行ってきた。
（ 1 ）アルミ合金製部品の高付加価値化
（ 2 ）アルミ合金適用時に 1 kg軽量化に要するコスト
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アップ（以下，軽量化コストという）を最小限
に抑制

（ 3 ）アルミ適用時のコストアップそのものを最小限
に抑制

3. 1　歩行者保護フードの開発
　自動車と歩行者とが衝突した際，歩行者の頭部はフー
ドにたたきつけられることがある。このとき，歩行者の
頭部が受ける傷害を軽減するのが歩行者保護フードであ
る。歩行者保護フードの検討事例を図 1 に示す。従来の
フードでは鋼板製のビームタイプのフードインナ構造が
よく用いられている。当社は，このフードインナ構造を
アルミ合金製の波型とすることを提案した。さらにこの
フードは，歩行者保護性能が向上することを明らかにし
たことによって実車に採用されるに至った 9 ）。
3. 2　低コストアルミドアの開発
　サイドドアをアルミ化することにより，従来の鋼板と
比較すると 1 台（ドア 4 枚）あたり約20 kgの軽量化が
可能である。フードやルーフなどと比べて軽量化効果が
大きい部品の一つである。このため，サイドドアへのア
ルミ合金の適用が拡大している。しかし，フードなどと
比べるとサイドドアへのアルミ合金の適用事例は少ない
のが現状である。この原因の一つとして，フードと比べ
て軽量化率が低く，軽量化コストが高いということがあ
る。フードと比べて軽量化率が低い，すなわち使用する
素材の量が多いため，軽量化コストも高くなる。この問
題に対して当社では，より軽量で低コストのサイドドア
構造の開発およびコスト試算を実施した。鋼板ドア，従
来構造のアルミドアおよび開発構造のアルミドアのイメ
ージを図 2 に示す。図で示した鋼板製ドアは市販ドアの
補強構造を参考に作成したCAEモデルである。従来構
造のアルミドアは鋼板製ドアの補強構造のままで同等の
性能（剛性）となるように板厚を調整している。このと
き，従来構造のアルミドア（重量13.5 kg）は鋼板ドア（重
量18.3 kg）に対し，26%の軽量化効果にとどまる。従来
構造に対して，サッシ部の構造および接合構造を工夫す
ることによる軽量化設計を行ったのが開発構造のアルミ
ドア（図 2 下）である。この開発構造では重量11.4 kg
となり，約38%まで軽量化が可能となった。これらのコ
スト試算結果を図 3 に示す。従来構造のアルミドアは，
鋼板ドアに対してコストが大きく増加し，なかでも材料
のコスト比率が高いことがわかる。いっぽう，開発構造
では補強構造および接着を含めた接合構造の工夫によ
り，従来ドアよりも軽量化が可能である。しかも，接合

コストが増加しているものの材料コストを低減できたた
め，合計コストを従来構造ドアと同等程度に抑制できて
いる。重量とコストの関係を図 4 に示す。図 4 における
鋼板ドアとアルミドアを結んだ直線の傾きが軽量化コス
トを示している。従来構造のアルミドアの軽量化コスト
は1,269円/kgであるのに対し，開発構造では804円/kg
まで低減できた。現在も，さらなる低コスト軽量化に向
けた技術開発を継続している。 
3. 3　サイドドア性能評価への取り組み
　当社では，サイドドアの構造開発の一助として市販車
のサイドドアを購入し，ドア単体の性能評価を独自に実
施している。すなわち，図 5 （a）,（b）に示すドア性

図 2  従来鋼板ドア（上左），従来アルミドア（上右）および開発
構造アルミドア（下）

Fig. 2  Conventional steel door (upper left), conventional aluminum 
door (upper right) and developed aluminum door (lower)

図 1  歩行者保護フードの検討事例 9 ）

Fig. 1  Example of hood for protecting pedestrians 9 ）
図 4  サイドドア 1 枚あたりの重量とコストの関係

Fig. 4  Relationship between weight and cost of side door

図 3  サイドドアのコスト試算結果
Fig. 3  Cost estimate of side door
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能評価試験により，サッシ部の剛性，ドアの下がり剛性，
および米国のFMVSS（Federal Motor Vehicle Safety 
Standards，連邦自動車安全基準）214s10）を模擬した静
的ポール強度試験を実施している。現在までに国内外に
対してこれらの剛性や強度評価をアルミドアを中心に鋼
板製ドアを含めて約20車種の評価を実施してきた。サッ
シ剛性およびドア下がり剛性評価結果の一部を図 6（a），

（b）に，FMVSS 214sに準じた強度試験における荷重―
変位曲線を図 7 に示す。車種ごとに個体差があるもの
の，アルミ製ドアと鋼板製ドアの剛性や強度はおおむね
同等であることがわかる。
　当社ではこのほかに，アウタパネルの張り剛性や耐デ
ント性11）を実部品サイズで評価できる環境を整備して
いる。市販のサイドドアを対象に実施した張り剛性試験
の様子を図 8 に，試験結果の一例を図 9 に示す。現在
はサイドドアを対象に開発した評価技術をサイドパネル
などのほかのパネル部品の性能評価にも適用している。
3. 4　アルミルーフの開発
　ルーフの軽量化は自動車の重心を下げ，運動性能を向
上させる効果があり，アルミ化ニーズのとくに高い部品
である。鋼板製の車体骨格に直接接合されるルーフをア
ルミ化した場合，線膨張率が異なることによって塗装焼
き付け処理後に熱ひずみが発生するという問題が生じ
る。この問題に対して当社では，シミュレーションを用
いた熱ひずみ予測および熱ひずみ対策技術の開発に取り
組んでいる12）。熱ひずみ対策の検討事例を図10に示す。
ルーフにデザインビードを設けることによって熱ひずみ
の問題が解決され，市販車への適用に至った事例があ
る13），14）。

図 5  ドアの各種強度試験
Fig. 5  Strength tests for door

図 8  サイドドアアウタパネルの張り剛性試験と試験箇所
Fig. 8  Flare rigidity test for outer panel of side door and testing 

points

図 6  異なる素材によるサッシ剛性およびドア下り剛性
Fig. 6  Comparison of stiffness and materials about window frame 

and door sagging stiffness

図 7  FMVSS 214静的強度試験における荷重－変位曲線
Fig. 7  Load-Stroke curve obtained by test of FMVSS 214s Side 

Impact Protection
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4 ．成形加工技術への取り組み

　自動車車体に一般的に使用される5000系あるいは6000
系アルミ合金板材は軟鋼板と比べてプレス成形時に割れ
やしわが発生しやすいため，成形性の向上が求められ
る。当社では，材料開発とともに成形技術の開発による
成形限界の向上にも取り組んでいる。
　また，アルミの成形限界を形状設計に容易に反映する
ための評価手法も開発している15）。成形時に熱を利用し
た温間成形やホットスタンプなどにより，アルミ合金の
成形限界が向上することが知られている。当社において
も熱を利用した成形技術の開発に取り組んでいる。例え
ば，ブランクを局部的に加熱した後に冷却し，室温で成
形する技術がある。本技術を用いることにより，鋼板と
同等以上の成形性を有しながらも，半硬質アルミ合金相
当の強度を有することが明らかにされている16）。
　また，金型構造の工夫による成形限界向上にも取り組
んでいる。可動余肉法の検討事例を図11に示す。トラ
ンクリッドアウタに対して，本手法では製品周辺に配置
される余肉部分を分割して可動させている。従来方法と
比べて本手法では，破断に直結する板厚減少を伴わずに
しわを小さくすることを可能とした17）。 
　成形限界評価手法に関しては，例えば張り出し条件で
の引張曲げ試験により，プレス成形において問題になる
ことが多い小R部を含む張り出し破断を対象に設計基準
として使用可能な破断限界条件式を導出した。また，設
計に簡便に利用可能な実験式の提示，実際に試験を行う
ことによる当社材の評価を行っている18）。 

5 ．接合技術への取り組み

　自動車車体におけるアルミ適用部位拡大に伴い，鋼材
およびアルミ合金それぞれの特長を生かした車体のマル
チマテリアル化が進展してきている19）。これにより，自
動車の部品や車体を組み立てる際，従来は鋼板同士であ
った接合が，アルミ同士の接合やアルミと鋼板といった
異種金属の接合も必要となってくる。
5. 1　アルミ合金同士の接合
　アルミ同士のスポット溶接は，鋼板と比べて抵抗発熱
が小さく難しいものとされてきた20）。しかし近年では，
抵抗溶接電源が直流インバータ化したことや電気サーボ
式に変更されてきたこともあり，アルミ合金同士の抵抗
スポット溶接も実用段階にきている。例えばサイドドア
で は，Daimler社 のMercedes Benz C Class，Tesla社
のTesla Model S，およびGeneral Motors社のCadillac 
CT-6などでアルミ同士のスポット溶接が採用されてい
る。
　当社においても，高品質のアルミスポット溶接を可能
とするための技術開発に取り組んでおり，電流，通電時
間，加圧力の影響などの条件を最適化することによって
溶接品質を向上させることができることを明らかにして
きた21）。
5. 2　アルミ合金板と鋼板との異種金属接合
　マルチマテリアルの接合の面からAudi A8をみると，
部位や素材の組み合わせにより，溶接をはじめとして機
械的接合や接着など種々の接合方法が用いられている。
ただし，種々の接合方法を併用すると，それぞれの接合
方法に応じた専用設備への投資が必要となる。異種金属
接合においても，鋼板と同じ設備でスポット溶接やアー
ク溶接などが適用できれば従来の車体製造設備のままで
溶接組み立てが可能になる。
　こうしたマルチマテリアル化に対応すべく，当社では
従来の鋼板用溶接設備を用いて溶接が可能な種々の接合
方法を開発してきた。図12～14に示したピアスメタ
ル22），エレメントアークスポット溶接法23），ダボスポッ
ト溶接法24）が当社で開発してきた異種金属接合方法の

図 9  サイドドアアウタパネルの張り剛性試験結果
Fig. 9  Results of flare rigidity test for outer panel of side door

図10  熱変形対策検討事例 2 ）

Fig.10  Example of considering measures for thermal deformation 2 ）

図11  可動余肉法概念図17）

Fig.11  Schematics of movable addendum process17）
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例である。いずれも，従来の鋼板接合用のスポット溶接
やアーク溶接設備を使用できることが特長である。この
溶接法によって，自動車メーカにおいて課題となってい
た設備投資を最小限に抑えることが可能となる。また，
異種金属における線接合では，MIG（Metal Inert Gas 
welding）やレーザの溶接装置で接合可能なFCW（フ
ラックス入りワイヤ）の開発を行ってきた25）。 
5. 3　接着技術
　接着では，異種金属接合特有の問題である異種金属接
触腐食および電食を防止する効果が得られる。さらに，
面接合であるため従来のスポット溶接などの点接合より
も剛性が向上するなどの効果が期待される。
　当社では実部品を想定した部品の試作・評価によって
接着の適用効果を明らかにしてきた26）。
5. 4　接合強度評価技術
　自動車衝突時には接合部の破断が問題となることがあ
る。実部品を想定した場合，この接合部にはせん断およ
びはく離の複合荷重が作用する。また，接合面の大きさ
なども部品によってさまざまである。
　そこで当社では，実部品を想定して，せん断とはく離
の複合荷重を作用させ，さらに接合面の大きさを考慮し
た接合強度を予測するための評価手法の開発も進めてい
る27）。

むすび＝自動車車体の軽量化を目的として，マルチマテ
リアルやオールアルミの車体構造が増えてきている。い
っぽう，アルミの適用にあたっては素材の成形性や強
度，剛性などの性能・接合技術の開発，さらには自動車
メーカの設備投資軽減などに課題がある。
　当社では材料開発のみならず，成形加工，構造設計，
接合，評価，さらには低コスト化など，自動車にアルミ
合金板を適用していくうえで必要不可欠なソリューショ
ン技術の開発に今後も磨きをかけていく。これにより，
自動車メーカにとってアルミ合金板を使いやすいものと
するとともに，車体の軽量化や付加価値の向上に貢献し
ていく所存である。
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図12  ピアスメタルプロセス概念図22）

Fig.12  Schematics of piercing metal process22）

図13  エレメントアークスポット溶接概念図23）

Fig.13  Schematics of process for element arc spot welding23）

図14 ダボスポット溶接概念図24）

Fig.14 Schematics of process for dimple spot welding24）


