
76 KOBE STEEL ENGINEERING REPORTS/Vol. 69 No. 1（Jul. 2019）

まえがき＝ゴムバルジ接合とは中空部材における異材お
よび同材の機械締結技術の一つである。図 1 に示すよう
に，中空部材に挿入したゴムを圧縮することによって中
空部材を拡管し，その外側に配置された部材と機械的に
接合する。挿入したゴムは除荷後，弾性変形により元の
形状に戻るため，繰り返し使用できる。また，塑性変形
が可能な中空断面の部材であれば材料種別に制約が少な
く，同種材料の接合だけでなく異種材料の接合にも適用
することができる。さらに，接合可能な中空断面の形状
にも制約が少ない 1 ）。
　鋼－アルミニウム合金（以下，アルミ合金という）な
どの異材接合には一般的に，セルフピアスリベット

（SPR）やメカニカルクリンチなどの機械的接合法が用
いられる。これらの接合方法はいずれも専用設備を必要
とするため，新規設備投資による接合コストの増加が問
題となる 2 ）。いっぽうでゴムバルジ接合は汎用（はんよ
う）のプレス機で施工可能なため，大規模な設備投資が
不要である。また，アーク溶接による接合と比較しても
施工時間が短いうえに，溶接欠陥や溶接熱に伴う材質変
化がない点が特長である。
　近年，CO 2 排出量削減の観点から自動車車体の軽量化

が促進されている。車体軽量化の方法は①「材料を高強
度化して板厚を減少させる」か，②「比重の小さい材料
に置換する」に大別される 3 ）。①は高強度鋼板の適用を
中心に促進されているが，部材の剛性を考慮すると板厚
の低減による軽量化にも限界がある。
　そうしたなかで最近では，適材適所に低比重材料を適
用したマルチマテリアル化による車体の軽量化が進みつ
つある 4 ）。そこで当社では，マルチマテリアル化におい
て不可欠になる異種材料接合を見据え，ゴムバルジ接合
を適用した軽量オールアルミバンパシステムの開発に向
けた検討を始めた。本稿ではその検討結果の概要を報告
する。

1 ．バンパシステム

　自動車部材のなかでもマルチマテリアル化およびアル
ミ化が進んでいる部材としてバンパシステムが挙げられ
る。バンパシステムは車体端部の外付け部品であり，運
動性能向上の観点から軽量化メリットの大きい部材であ
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図 1  ゴムバルジ接合法の概略図
Fig. 1  Schematic illustration of “Rubber Bulge Joining Method”

図 2  バンパシステムの構造
Fig. 2  Structure of bumper system
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る。このため，軽量化の取り組みが盛んに行われている
自動車部品の一つである 5 ）。
　バンパシステムの構造を図 2 に示す。バンパシステム
は一般的に，前方からの衝撃を後方へ伝達するためのバ
ンパビームのほか，衝撃エネルギーを吸収するためのク
ラッシュボックスに加え，クラッシュボックスとフロン
トサイドメンバ（以下，Fr.サイドメンバという）を取
り付けるためのプレートからなる。自動車の構造やレイ
アウトの違いにより，クラッシュボックスやプレートが
ない場合もある 6 ）。
　バンパシステムは前面衝突において最初にエネルギー
を吸収する部材である。このため，高いエネルギー吸収
特性に加えて，後方のFr.サイドメンバなどが先に座屈
することのない低い初期荷重が求められる。
　そこで本検討では，ゴムバルジ接合を適用したバンパ
システムの性能をFEM解析によって予測する技術の確
立を目的とした。さらに，この予測技術を用いて高いエ
ネルギー吸収特性を損なうことのないバンパシステムの
開発を進めた。

2 ．ゴムバルジ接合に適したバンパシステムの
構造検討

　バンパシステムにはクラッシュボックスとビームとの
接合強度や，クラッシュボックス単体への高い圧壊特性
が求められることから，これらを両立させる構造を検討
した。本検討では7000系アルミ合金押出形材（以下，ア
ルミ押出材という）に着眼してバンパシステムの構造検
討を実施した。アルミ押出材は軽量であることに加え，
複雑な断面形状を比較的容易に得ることができる 6 ）。こ
のため，高い曲げ強度が求められるバンパビームや高い
エネルギー吸収効率が求められるクラッシュボックスに
適した材料といえる。また，溶接することなく閉断面形
状を得ることができるため，ゴムバルジ接合にも適して
いる。さらに，アルミ合金のなかでも高強度な7000系ア
ルミ合金を使用すれば軽量化効果を高めることができ
る。
　バンパビーム断面は図 3 に示すような「口型形状」を
基本とし，座屈防止の観点から中リブを追加した「日型
形状」や「目型形状」などの中空形状が一般的に用いら
れる 7 ）。本検討ではそのなかでもとくに多く用いられる

「日型」断面バンパビームへのゴムバルジ接合の適用を
検討した。

　バンパシステムへのゴムバルジ接合の適用を考えたと
き，ゴムバルジ接合の特性上，クラッシュボックスがバ
ンパビームを貫通（もしくはバンパビームがクラッシュ
ボックスを貫通）している必要がある。そのため，「口型」
あるいは「日型」の断面形状を有するクラッシュボック
スを「日型」断面のバンパビームへゴムバルジ接合する
場合，バンパビームの中リブを切削加工によって除去す
る必要があり，加工コストの増加につながる。
　そこで，クラッシュボックスの断面形状を「変形目型
形状」とし（図 4 ），バンパビームを貫通する部分のみ
中央のリブ（図 4 左図のCenter ribs）を 切欠くことに
した（図 4 右図）。このような構造とすることにより，
バンパビームの中リブを避けてクラッシュボックスを貫
通させることができる。バンパビームの穴あけやクラッ
シュボックスの切欠きをプレスによる打ち抜きで加工す
ることができ，加工コストの削減が期待できる。また，
ゴムバルジ接合のような拡管するバルジ加工の場合，角
部にひずみが生じる傾向があるため 1 ），クラッシュボッ
クス断面の角部にはRを付与した（図 4 左図）。
　クラッシュボックスをこのような構造とし， 2 部屋で
長手方向に 2 箇所，計 4 箇所においてゴムバルジ接合す
ることによって接合強度の向上などが期待できる。すな
わち，ゴムバルジ接合に適したクラッシュボックス構造
と考えられる。
2. 1　引抜試験
　本検討におけるバンパビームとクラッシュボックスの
接合強度を調査するため，簡易的な引抜試験を実施し
た。試験体の作製工程と試験体外観を図 5 に示す。試験
体はクラッシュボックスをバンパビームに貫通させたT
型構造とした。このとき，バンパビームにはクラッシュ
ボックスが貫通できる予備穴をあけておき，クラッシュ
ボックスの中央リブ部分は所要の切り欠きを設けた。ま
た，クラッシュボックスの上下二箇所に対してゴムバル
ジ接合を施した。ゴムバルジ接合に用いたゴムは工業用
の硬質ウレタンである。クラッシュボックスには圧壊特
性に優れる耐力約300 MPaの7000系アルミ押出材，バン
パビームにはより高強度である耐力約400 MPaの7000系
アルミ押出材を用いた。　　　
　引抜試験の概要を図 6 に示す。ピン穴を介してクラッ
シュボックスと治具を固定し，万能試験機を用いて引っ

図 3  バンパビームの代表的断面形状
Fig. 3  Typical section pattern of bumper beam

図 4  ゴムバルジ接合に適したクラッシュボックス断面（左）と
バンパシステムの構造（右）

Fig. 4  Cross section of crash box (left) and structure of bumper 
system (right) suitable for “Rubber Bulge Joining Method”
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張った。このとき，クロスヘッドスピードは 5 mm/
minとして引抜（引張）荷重を計測した。また，バンパ
ビーム付近のクラッシュボックスに変位計を取り付けて
クラッシュボックスの変位量を計測した。また比較対象
として，バンパビームにクラッシュボックスを溶接接合
した試験体を作製し，同様の試験を実施した。
　試験により得られた荷重―変位線図を図 7 に示す。ゴ
ムバルジ接合した試験体および溶接接合した試験体はい
ずれも，約80 kNの荷重でピン穴付近から破断した。す
なわち，80 kN以上の接合強度を有することを確認した。
また，ゴムバルジ接合した試験体の破断までの荷重―変
位は，溶接接合した試験体の荷重―変位と似た挙動を示
したなか，負荷の初期段階ではゴムバルジ試験体の方が
バルジ拡径によって剛性が高くなる傾向が見られた。

2. 2　軸圧縮試験
　変形目型断面の軸圧壊特性調査するため，押出材単品
を軸方向に圧壊させる軸圧縮試験を実施した。材料は引
抜試験同様に耐力約300 MPaの7000系アルミ押出材とし
た。押出方向である試験体の高さは150 mmとし，サン
プル数n= 3 の軸圧縮試験を実施した。試験体の両端部
は拘束せず，おおよそ30 mm/sのストローク速度で準
静的に80 mm圧縮した。また，比較対象として図 8 に
示す日型断面の軸圧縮試験も実施した。日型断面の断面
積は変形目型断面とほぼ同等とするため，外寸は目型断
面と同じとして肉厚を 2 mmとし，変形目形断面と同様
に角部にRを付与した。
　表 1 に軸圧縮試験結果を示す。数値はサンプル数
n= 3 の結果の平均値である。この結果より，平均圧壊
荷重は変形目型断面＞日型断面となった。またエネルギ
ー吸収効率は，変形目型断面は日型断面より50%程度高
く，衝撃吸収部材に適した断面といえる。これは，日型
断面と比較して変形目型断面は稜線数が多いうえにその
間隔が小さく，面外変形が小さくなったことからエネル
ギー吸収効率の増加につながったと考えられる 8 ），9 ）。な
お，エネルギー吸収効率（J/mm2 ）はここでは，80 mm
変位時のエネルギー吸収量（J）を断面積（mm2 ）で除
した値とした。

図 7  引抜試験による荷重－変位線図
Fig. 7  Load-displacement curve by pull-out test

図 6  引抜試験方法
Fig. 6  Method of pull-out test

図 8  比較対象のクラッシュボックス断面形状
Fig. 8  Cross sectional shape of crash box for comparison

表 1  軸圧縮試験結果
Table 1  Results of axial compression test

図 5  試験体の作製工程と外観
Fig. 5  Preparing step and appearance of specimens
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3 ．試作体の衝突性能評価

　ゴムバルジ接合は汎用的ではないかしめ
4 4 4

接合であるた
め，接合部の再現に加えてバンパシステムとしての性能
をFEM解析によって予測する技術が必要である。そこ
で， 2 章にて設計したバンパシステム構造を対象に，
FEMモデルの作成，および実際に部品試作を行って
40%オフセット衝突でのFEM解析および実部品による
衝突試験を実施した。FEM解析には汎用の動的陽解法
有限要素ソルバであるLS-DYNA®を用いた。40%オフセ
ット衝突試験は車体前面に対して幅方向の片側40%にの
み衝突荷重を与える試験である。車体前面で衝突エネル
ギーを吸収できるフルラップ衝突試験と比較して，要求
性能を満足することが厳しい試験である。
3. 1　解析モデリング
　ゴムバルジ接合は中空部材に塑性変形を加える機械的
接合法であるため，接合部周辺のモデリングが重要とな
る。そこで本検討では，ゴムバルジ接合の拡管工程の
FEM解析をまず行い，その変形形状を織り込むことで
衝突解析用モデルを作成した。
　図 9 にゴムバルジ接合のモデル化工程を示す。実際の
ゴムバルジ接合工程と同様に，あらかじめ穴をあけたバ
ンパビームにクラッシュボックスを挿入し，ゴムを模擬
した弾性体（ポアソン比：0.49，ヤング率25 MPa）を配
置した。この弾性体を約27%圧縮することによってゴム
バルジ接合を擬似的に再現し，性能予測モデルとした。
ま た， 材 料 の 破 断 予 測 モ デ ル と し てGISSMO

（Generalized Incremental Stress―State dependent 
damage Model）10）を用いた。GISSMOは応力 3 軸度に
応じた破断ひずみを考慮できる衝突解析用の材料モデル
である。GISSMOパラメータはフラットバー押出素材か
ら試験片を採取し，押出平行方向の特性から取得した値
を用いた。

3. 2　試作体の作製
　日型断面形状を有するビームに変形目型断面形状のク
ラッシュボックスを貫通させ，ゴムバルジ接合すること
によってバンパシステムを作製した。ビームとクラッシ
ュボックスの接合工程は，図 5 に示した引抜試験体と同
様である。作製したバンパシステムを図10に示す。引
抜試験時同様，バンパビームには耐力約400 MPaの7000
系アルミ押出材を用い，クラッシュボックスには耐力約
300 MPaの7000系アルミ押出材を用いた。プレートには
クラッシュボックスと同じ材料を使用し，板厚は 5 mm
とした。本検討ではクラッシュボックスとプレートは溶
接にて接合した。また，図10には比較として前述の
FEM解析モデルも示しており，FEM解析によるゴムバ
ルジ接合部近傍の形状は，実際の形状を精度よく再現で
きていることがわかる。
3. 3　40%オフセット衝突試験方法
　試作したバンパシステムの衝突性能を，40%オフセッ
ト衝突試験および解析によって評価した。試験では
Euro NCAP注）に準拠した側面衝突用の移動台車（Moving 
Deformable Barrier）を使用し，台車前面に試験体を取り
付けて約16 km/hでバリア壁に衝突させることによって
試験体の衝突特性を評価した11）。
　衝突荷重はバンパシステムのプレート後方に配置した
ロードセル（共和電業製 LSM-B-500KNSB64）によって
計測し，変位（変形量）は台車重心位置に取り付けた加
速度計（共和電業製 AS-50HB）により加速度を二重積
分することで算出した。衝突速度はレーザ式速度計（保
土ヶ谷技研製 HG-3921S）で測定した。また，台車重量
は中～大型車両を想定した約1.8 tとした。
　いっぽう40%オフセット衝突解析では，バンパシステ
ムモデルの片側40%部分に1.8 tの剛体壁を16 km/hで衝
突させることによって簡易的に模擬した（図11）。

図 9  ゴムバルジ接合部のモデル化工程
Fig. 9  Modeling process of joints by “Rubber Bulge Joining Method”

図10  バンパシステムの試作体とFEMモデルの外観
Fig.10  Appearance of prototype and FEM model of bumper system

脚注） European New Car Assessment Programme：ヨーロッパ
で販売されている自動車に対して実施されている安全性能
評価テスト。
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3. 4　40%オフセット衝突性能評価結果
　40%オフセット衝突試験による荷重―変位線図を図
12に示す。衝突時のバンパシステム変形荷重は，衝突
初期の約120 kNから緩やかに増加しており，荷重変動
の少ない安定した挙動を示した。変位10 mm程度まで
は荷重の立ち上がりが遅く，エネルギー吸収効率の低い
領域となっている。これは，ビームから貫通したクラッ
シュボックスの先端（10 mm程度）が圧壊している領
域である。したがって，貫通したクラッシュボックスの
先端部分に対して事前に潰し加工を施しておくことで改
善できるものと考えられる。
　また，通常のバンパシステムの場合，衝突直後に荷重
が大きく立ち上がることが問題となり，その初期荷重低
減のための座屈ビードが加工される例が多い12）。いっぽ
うゴムバルジを適用したバンパシステムは，座屈ビード
を付与しなくても初期荷重が低いことがわかる。これは
ゴムバルジ接合部周辺が拡管されたことにより，座屈ビ
ードとしての役割も担っていることに起因する。
　図12にはFEM解析による40%オフセット衝突解析の
荷重―変位線図も示しており，実機試験と比較して精度
よく一致していることがわかる。解析および実機試験で
の40%オフセット衝突特性を表 2 に示す。初期荷重，平
均圧壊荷重，およびエネルギー吸収量はよく一致してい
ることが確認できた。
　衝突試験後の試験体外観，およびFEM解析による変
形図を図13に示す。実機試験体では，全体として蛇腹
状に安定して座屈した形跡が確認できたほか，割れたク
ラッシュボックスの一部が中空内部に侵入している様子
が確認された。これは，クラッシュボックスを対象とし
たFEM解析結果に基づく断面図（図14）に示したよう
に，ゴムバルジ接合部周辺の拡管部に座屈後に割れが生
じ，未座屈領域の一部が突き刺さって中空内部に侵入し
たと考えられる。
　また，非衝突側のクラッシュボックスでは，衝突時に
ビームから引抜かれる方向の力（衝突と反対方向の力）
が生じる。しかしながら，ゴムバルジ接合部の抜けや緩
みは確認されなかった。
　これらの実機試験とFEM解析結果の比較から，ゴム
バルジを適用したバンパシステムであってもFEM解析
による性能予測が可能なことが確認できた。

図12  40%オフセット衝突試験による荷重－変位線図
Fig.12  Load-displacement curve by 40% offset crash test

表 2  40%オフセット衝突を対象とするFEM解析結果と試験結果
との比較

Table 2  Comparison between FEM analysis results and test 
results for 40% offset crash

図11  40%オフセット衝突解析方法
Fig.11  Method for 40% offset crash analysis

図14 40%オフセット衝突時のクラッシュボックスの変形挙動
（A-A断面図）

Fig.14 Deformation behavior of crash box in 40% offset crash (cross 
section A-A)

図13  40%オフセット衝突試験後の試験体外観
Fig.13  Appearance of specimen after test for 40% offset crash
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むすび＝ゴムを介した拡管を利用したかしめ
4 4 4

接合技術で
あるゴムバルジ接合のバンパシステムへの適用を検討し
た結果を報告した。まず，ゴムバルジ接合に適したクラ
ッシュボックス断面の選定を行い，バンパシステム構造
の検討を行った。つぎに，検討したバンパシステムを試
作し，実機による40%オフセット衝突試験評価を実施し
た。その結果，一部に割れが見られるものの，初期荷重
が低く，荷重の上下動の少ない優れた衝突特性を有して
いることを確認した。
　本バンパシステムのFEM解析による検討においては，
ゴムバルジによる拡管工程をモデル化したことにより，
荷重―変位挙動や変形挙動，割れの様子などが実機試験
結果と比較的精度よく一致することがわかった。これに
より，ゴムバルジ接合を適用したバンパシステムの性能
をFEM解析によって予測できることを確認した。
　本稿ではゴムバルジ接合適用先の一例としてバンパシ
ステムを取り上げたが，そのほかの適用候補としてシー
トフレームやインパネR/Fなども考えられる。また，
今回は同種金属での接合にゴムバルジ接合を用いたが，
電食対策を施すことによって異種金属接合にも適用でき
る点がゴムバルジ接合の利点と考えられる。また，汎用

のプレス機で施工可能なゴムバルジ接合は設備投資が少
なく，コストの低減にも期待できる。今後もバンパシス
テムの検討を進めていくと同時に，そのほかへの適用先
の開拓も実施していきたい。
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