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用語の定義
用語の定義
本論文で使用する自動車部材の名称を以下に定義する．括弧内には英文名称を示す．
車体
(Body)

客室
（Passenger compartment）

バンパービーム
(Bumper beam)

クラッシュボックス
(Crush box)

フロントサイドメンバー
(Front side rail)

ダッシュパネル
(Dash panel)

iv

A ピラー
(A-pillar)

B ピラー
(B-pillar)

ボンネットフードアウター／
またはフードアウター
(Bonnet hood outer / Hood outer)

ボンネットフードインナー／
またはフードインナー
(Bonnet hood inner / Hood inner)

バンパーフェイシャ
(Bumper fascia)

カウルパネル
(Cowl panel)

v

ラジエーターサポート
(Radiator support)

座標系の定義
本論文では全体座標系を以下の通り定義する．

vi

第1章
章

緒 論

研究の背景
交通事故統計
世界保健機構（World Health Organization：WHO）[1]のまとめによると，2013 年時点
における世界の交通事故による死者数は 125 万人にのぼり，負傷者数は 2-5 千万人と
推計される．このうち死者数は 2010 年の統計(124 万人)から横ばい状態であり，WHO
は報告書の中で，このまま緊急の対策が取られない限り，交通事故は 2030 年までに
世界の死因の第 5 位になると警告している（2013 年時点では第 9 位）
．
一方，日本国内に目を向けてみると，警察庁[2]の発表によれば，2017 年中の日本国
内における交通事故による死者数は 3,694 人（発生から 24 時間以内）
，負傷者数は
580,847 人であった（Fig. 1.1）
．死者数は統計が残る 1948 年以降で過去最少となった
ものの，高齢者人口の増加に伴い近年，その減少幅は縮小傾向にある[3]．死者数の内
訳についてみると，自動車乗車中が 1,221 人（33%）
，歩行中が 1,347 人（36%）とな
っており両者で全体の 70%を占める（Fig. 1.2）
．この割合は年次によって多少の変動
はあるものの過去 10 年間で大きな変化は見られない．事故形態は，正面衝突等（正
面衝突，路外逸脱および工作物衝突）が 30.7%で最も多く，次いで横断中（25%）
，出
会い頭（13.9%）と続く[4]．
日本政府が制定した第 10 次交通安全基本計画[5]では，2020 年までに交通事故によ
る死者数を 2,500 人以下，死傷者数を 50 万人以下にすることを目標としており，さら
なる交通事故死傷者数の減少が喫緊の課題となっている．交通事故の被害者を減らす
施策[6]として，道路交通環境の整備[7]，罰則強化などの法整備[8]，交通安全教育[9]及び
先進安全自動車の普及等が有効であり，それに加えて，自動車車両の衝突安全性能の
向上もまた死傷者数減少に有効である．竹内ら[10]のまとめによると，平成 6 年から 15
年における乗車中死者数の減少のうち，27%が衝突安全性向上によるものと推定され
ている．
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Trend of number of fatalities and injuries of road users in Japan [2]
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The number of fatalities classified by road user in Japan [2]
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衝突安全性能評価
自動車の衝突安全性能を評価する方法として，各国で定められている安全規則試験
や自動車アセスメント試験がある[11]．
各国で販売される自動車はその国の法規，規則に適合している必要があり，安全規
則は最低限クリアすべき基準ともいえる．前面衝突に関して，現在，欧州および日本
では国連 UN 規則 R137 および R94 に準拠した試験法が採用されており，フルラップ
衝突（対リジッドバリア，速度 50 km/h）とオフセット衝突（対デフォーマブルバリ
ア，速度 64 km/h）により評価が行われている．歩行者頭部保護性能に関する評価で
は，頭部を模擬したヘッドフォームインパクターによる打撃試験が行われており，打
撃速度は欧州が 35 km/h，日本が 32 km/h である．また，欧州では歩行者脚部保護性
能に関する規則も定められており，歩行者の脚部を模擬したインパクターを速度 40
km/h で車両に打撃し，その安全性能が評価される．そのほか，側面衝突や後面衝突に
関する規則が，各国の交通状況等に合わせて課せられている．
自動車アセスメント試験は，消費者への情報公開を目的に各国で行われている衝突
試験であり，一般的に法規試験よりも厳しい条件で行われる．日本では独立行政法人
自動車事故対策機構（NASVA）により，自動車アセスメント（JNCAP：Japan New Car
Assessment Program[12]）が行われており，年 2 回試験結果が公表される．JNCAP の衝
突試験は，法規試験よりも高い速度で行われ，フルラップ衝突試験およびオフセット
衝突試験の速度はそれぞれ 55 km/h および 64 km/h である．頭部保護試験は速度 35
km/h で行われている．また日本では，安全規則で定められていない歩行者脚部保護試
験が，JNCAP では評価対象となっている．アセスメント試験の試験方法や衝突速度お
よび搭載する乗員ダミーの種類等は，各国の交通事故実態や交通状況に応じてさまざ
まであるが，いずれのアセスメント試験においても試験結果が消費者に公表されるた
め，自動車メーカーはこれらの試験で高評価が得られるように車両を開発する必要に
迫られることになる．
欧州では，衝突安全性能評価にオフセット衝突が導入されたことで，衝突時に乗員
の生存空間を確保するために客室を強固に保持することが最優先事項となった[13]．し
かしながら Johannsen ら[14]は，現在の小型乗用車の客室は十分強化されており，乗員
保護性能を高めるためには，衝突時に客室に発生する減速度を低減することがより重
要であることを示した．このことは事故データでも示されており，衝突時に客室に高
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い減速度が発生するラップ率の高い衝突形態（よりフルラップ衝突に近い衝突形態）
が交通事故の大部分を占めており，シートベルトによる胸部への圧迫が，高齢乗員の
胸部傷害の主要因となっている[15]．これらの結果は，客室に高い減速度が発生し，乗
員への負荷が大きくなるフルラップ試験の重要性を示している．これを受け，欧州で
行われているアセスメント試験（Euro NCAP：European New Car Assessment Program[16]）
においても，2015 年より，フルラップ衝突試験が導入された．フルラップ衝突は，乗
員の胸部傷害に大きく影響する客室の減速度波形や拘束装置の特性を評価するのに
適した試験法として，後席乗員に対するシートベルトの有効性の研究などにも利用さ
れている[17]．
近年，自動車の環境負荷軽減（すなわち燃費向上）に関する関心の高まりや，運動
性能向上に対する要求に応えるため，車両の軽量化が進んでいる．新型のモデルでは，
前モデルに対して 100 kg 以上の軽量化が図られるケースもみられる[18]．フルラップ
衝突は，剛体壁に対して直角に車両を衝突させる試験であり，同一車種との正面衝突
を模擬しているため，一般的にその厳しさは車両質量に依存しない．しかしながら，
小型乗用車（日本では特に軽自動車）は，寸法上の制約から衝突時にエネルギーを吸
収するストロークが短くなり，フルラップ衝突試験における客室の減速度が大きくな
る傾向があると報告されている[19]．したがって，小型乗用車では，フルラップ衝突時
にフロント構造によるエネルギー吸収特性をコントロールし，最適化することが重要
な課題となる．

客室減速度と乗員傷害の関係
衝突時の客室の減速度波形は乗員の傷害リスクに大きく影響するため，減速度波形
と乗員傷害の関係について，さまざまな研究が行われている．Miyajima ら[20]は，異な
る 3 機種における前面衝突の実験データより，車両の減速特性と乗員傷害値の間には
相関があり，衝突現象の早い段階で大きな減速度が発生する方が，乗員傷害値が低く
なることを示した．Huang[21]は，客室の減速波形を Front loaded（前半により高い減速
度を発生する衝突波形）
，Rear loaded（後半により高い減速度を発生する衝突波形）お
よび Even loaded（ほぼ一定の減速度を示す衝突波形）に分類し，速度 35 mph のフル
ラップ衝突試験結果から，Front loaded の車両の方が乗員の減速度を低くできること
を示した．水野[22]は，55 km/h フルラップ衝突の GS（加速度-変位）線図を 3 つのフ
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ェーズからなる単純な矩形波で近似したモデルを用いて，同じく Front loaded の車両
の乗員減速度が最も小さくなることを示した．客室減速度が乗員減速度に及ぼす影響
の度合いは，ライドダウン効率として説明される[22]- [27]．ライドダウン効率は衝突開
始時点での乗員の運動エネルギーのうち，シートベルト等の拘束装置を介して車体変
形として吸収されるエネルギーの割合を表したもので，ライドダウン効率が高いほど
乗員保護性能が高い車両とされる．
前面衝突における客室減速特性の乗員傷害に対する厳しさを示す指標として
Occupant Load Criterion（OLC）[28]がある．OLC は Fig. 1.3 に示すように，客室内の乗
員が客室に対する相対変位 65 mm（A1）までは非拘束で運動したのち，拘束された状
態でさらに相対変位 235 mm（A2）移動する間に客室と同じ速度まで一定の割合で減
速すると仮定したときの，乗員の平均減速度として定義される．Park ら[29]は NCAP デ
ータの分析を行い，OLC が乗員の胸部減速度と相関が高く，OCL が高いほど胸部傷
害が悪化することを示した．Adolph ら[30]は自動車アセスメント（JNCAP）結果の分析
から，フルラップ前面衝突試験における下肢傷害値（Tibia Index）もまた OLC と相関
が高いことを示した．Meyer[31]は事故データより，重度の乗員傷害に対しては，デル
タ V（ΔV，衝突前後の速度変化）よりも OLC の方が傷害リスクとの相関が高いこと
を報告している．
衝突時の乗員傷害リスクを低減するためには，客室の減速度を乗員に対して最適化
することが有効であり，様々な研究が報告されている[32]-[42]．橋本ら[32]は，車体及び
乗員を模擬したばね質量系を用いて，フロントサイドメンバーの座屈剛性が客室減速
度および乗員の胸部減速度に及ぼす影響について調査した．高橋ら[33]および鈴木ら[34]
は，感度解析の手法を乗員傷害シミュレーションに適用し，乗員傷害値に対して最適
な車体減速度波形を解析的に求めた．高田ら[35]および川村ら[36]はフルラップ前面衝突
を模擬した非線形のばね質量系を用いて，遺伝的アルゴリズム（GA）によりボディー
の最適構造を検討する手法を開発し，フレーム先端が軸圧縮している間にフレーム曲
がり部の変形を小さくする構造が乗員にとって最適であるとした．また，Front loaded
の車両の方が，乗員の胸部減速度を低減する傾向があることを示した．
これに対し本澤ら[37][38]は乗員減速度を最小にする最適な車体減速度波形を数式的
に一般化した最適解として求め，初期の高い減速度，中期の負の減速度，制御時間後
の一定な減速度の 3 つで構成される減速度波形のコンセプトを提唱した．しかしなが
5

ら，伊藤ら[41]は，一般的に特定の衝突速度において乗員に対して最適化された客室減
速度波形は，より低い衝突速度において必ずしも乗員傷害リスクの低減にはならず，
全ての速度域での最適化には，各速度域における乗員傷害に重みづけをして評価する
必要があると報告している．
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300 mm

Occupant

A1

Vehicle

OLC
A2
Time

O

Fig. 1.3

B

Definition of the occupant load criterion [28]

部材のエネルギー吸収
前面衝突において乗員傷害に大きく影響する客室の減速度波形は，車両前部構造の
エネルギー吸収特性に依存する．前面衝突時に車両の運動エネルギーを，クラッシャ
ブルゾーンとよばれる車両前部構造で吸収し，強固な客室で乗員を保護するという衝
撃吸収ボディーの構想は Barényi[43]により考案され，1952 年，Daimler-Benz AG により
実用化された．この基本コンセプトは，現在の自動車車体設計にも受け継がれている．
現在の乗用車の多くは車体とフレームが一体化したモノコック構造[44]を採用して
おり，前面衝突の際には主にフロントサイドメンバーが変形することにより，車両の
運動エネルギーを吸収することになる．現在量産されている乗用車の場合，一部のモ
デルでアルミニウムや炭素繊維強化プラスチック（CFRP）が採用されているケース
を除き，フロントサイドメンバー等の車体骨格を構成する部品の大部分は薄板鋼板に
より製造されている．特に近年は，車体の軽量化と衝突安全性能を両立するために，
従来の軟鋼にくらべ強度が高められた高張力鋼（ハイテン材または HSS ともよばれ
る）や，さらに強度の高い超高張力鋼（超ハイテンまたは AHSS）の採用率が高まっ
ており，車体部品に占める HSS および AHSS の採用率（重量比）は，2007 年モデル
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で平均 44.6%であったのに対し，2015 年モデルでは 68.5%にまで拡大している[45]．
薄板鋼板部材の変形とエネルギー吸収に関する研究は古くから行われれており，
Von Karman[46]は圧縮荷重を受ける薄板は中央部が弾性座屈するため，支持された端部
の一定の幅が一様の圧縮応力を受けると仮定して，その範囲を“有効幅”と定義した．
この理論はその簡便性から「Karman の有効幅理論」として，現在でも車体骨格部材の
断面設計に広く活用されている．Aya ら[47]は，軸方向に圧縮荷重をうけて座屈変形す
る薄板鋼板からなる，箱断面部材の平均エネルギー吸収量を求める理論式を構築した．
これは「綾・高橋の式」として，クラッシュボックスやフロントサイドメンバーの設
計に使われている．古巣ら[48]は箱型断面梁のねじり座屈時のせん断応力およびねじり
トルクの近似式を求めた．
自動車部材の変形モードを対象にした研究も多く報告されている．Meredith ら[49]は，
衝撃を受けて曲げ変形する梁部材の断面が局所的に変形し崩壊するモードを予測す
るための解析コードを開発した．Tang[50]は，バンパービームの断面形状が変形中に変
化することを考慮して，エネルギー吸収効率の高いバンパービームの断面形状を提案
した．Kitagawa ら[51]は，フロントサイドメンバーのような薄肉小型断面柱は，曲げモ
ードで変形するよりも，圧潰モードで変形する際に多くのエネルギーを吸収すること
ができるとし，圧潰モードを促進するのに最も効果的なビードの位置を，有限要素解
析により求める手法を開発し，凹，凸型ビードを座屈波の凹，凸部に位置付けること
が有効とした．中澤ら[52]は，クラッシュボックスを対象に衝撃実験とシミュレーショ
ンを実施し，部材成型時の加工硬化と板厚変化が部材の変形特性に及ぼす影響を明ら
かにした．上西ら[53]は，自動車部材で一般的に使用される矩形断面部材が軸圧縮変形
する場合，4 辺ともが内側または外側に同時に変形する Type II の変形モードのとき衝
撃吸収特性が最大になるため，Type II の変形モードを安定して出現させる方法を考案
し，これにより単位質量当たりの衝撃吸収特性を通常の矩形断面に対し 22%向上した．
近年，燃費向上を目的とした車体の軽量化と高い衝突安全性能を両立するために，
前述のとおり車体部材への超高張力鋼板の採用が進んでおり，その特徴を生かした，
エネルギー吸収効率の高い部材設計についての研究が行われている[54]- [59]．佐藤ら[54]
は，軟鋼から高張力鋼までの自動車用鋼板のひずみ速度依存性を実験的に求め，ハッ
ト型ストレート部材の圧潰特性を有限要素解析で精度よく求める手法を検討した．菅
沼ら[55]は，フロントサイドフレームを想定した薄肉ハット曲がりフレームの有限要素
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モデルを用いて変形特性を解析し，ハイテン化（高張力鋼板への材料置換）や局所的
な補強の効果を明確にした．本田ら[59]は，曲げ変形を受けるハット型断面梁部材の縦
壁部の弾性座屈を抑制し，構成材料が本来有する性能を最大限引き出すことで，質量
あたりの曲げ強度を高める断面形状を提案した．
衝突シミュレーション
近年，自動車の衝突安全性能開発において CAE（Computer aided engineering）は，
欠かせないツールとなっている[60][61]が，これらの研究は 1970 年代から行われている．
萩原ら[62]および中矢ら[63]は，ばね質量系と有限要素モデルによる衝突解析を行い，そ
れぞれぞれの適用方法について検討した．Yamaoka[64]らは，塑性ヒンジの概念を適用
したビーム要素で車体構造を再現して，非線形な変形を計算した．Kecman[65]らは，側
突時のドアの侵入量や，ルーフクラッシュ解析などの部分的な変形予測に有限要素解
析を適用した．これらは 1970 年代後半から 80 年代前半にかけての文献であるが，そ
れぞれ内製の解析コードにより行われたものであり，車両開発に有限要素法が適用さ
れ始めた聡明期といえる．
1980 年代後半からは，市販の陽解法有限要素解析コードを用いて，フルスケールの
車両モデルによる衝突解析が行われるようになった[66]-[73]．五十嵐ら[67]は，有限要素
解析コード DYNA 3D[74]を用いて，薄板要素で車体前部構造をモデル化し前面衝突解
析を行った．大坪ら[71]は，PAM-CRASH[75]を用いて乗用車のフルスケールモデルの前
面衝突解析を行い，フロントサイドメンバーの変形モードについて検討した．
Futamata[72]らは，PAM-CRASH でフロントサイドメンバー，フロントエンド部，フル
スケールモデルというように部材単体から車両全体へと段階的に潰れ特性の解析を
行い，それぞれ，折れビード位置やエンジンマウントのレイアウトによる変形モード
の違いを求めた．高橋ら[73]は，前面衝突の他に，後面衝突における燃料タンク保護の
ため，リアボディーの変形モードコントロールや，側面衝突におけるドアや B ピラー
の変形観察にも有限要素解析が有効であることを示した．これらの文献が発表された
1980 年代後半の時点で，メッシュサイズは 50～100 mm，フルスケールモデルの要素
数は 2,000～3,000 程度の規模であり，計算時間や接触定義など実用化への課題が多い
ことが報告されている．なお近年では，コンピュータの処理能力の進歩に伴い，メッ
シュサイズは 3～7 mm，要素数は数百万～1000 万規模[76][77][78]になり，部品形状や部
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材の断面変形を詳細に表現できるようになっている．

従来の研究の課題
従来の研究の課題
これまで述べたように，自動車衝突時の乗員傷害は客室の減速度に大きく依存し，
客室の減速度はフロントサイドメンバー等の部材が変形してエネルギーを吸収する
ことで発生する．したがって，車体を構成する各部材が客室減速度に及ぼす影響を知
ることは，乗員にとってより安全な車両を開発するうえで，設計者にとって有用な情
報となる．
Kurimoto ら[79]は，聡明期の衝突シミュレーションにより，フロントサイドレールの
断面力と内部エネルギーを取得した．また，エンジンサポート（エンジンマウント取
付部）の前後で断面力（断面を通過する内力）がほぼ同等であることから，エンジン
による荷重伝達の影響が小さいことを示した．Toyama ら[80]は，パワートレイン（エ
ンジンおよびトランスミッション）が衝突壁に到達する時刻の前後で，衝突現象を 2
つのフェーズに分けて，客室減速度と部材の寄与度について検討した．有限要素モデ
ルの変形モードから，フェーズ１ではフロントサイドメンバーを含むエンジンルーム
が変形し，その変形による反力が客室に減速度を与える主要因であるとした．フェー
ズ 2 は，パワートレインがサスペンションマウントに接触するタイミングで客室（主
にダッシュパネル）が変形しはじめ，これが客室に減速度を与える主要因とした．さ
らに，Fig. 1.4 に示すように，車体の骨格部材の断面力を計測し，フェーズ 1 では主に
フロントサイドメンバー，フェーズ 2 では主に客室フロアの構造部材が，およそ 1/2
のエネルギーを吸収していることを求めた．この研究では，客室減速度に対する部材
の寄与度について言及しているものの，減速度を 2 つのフェーズに大まかに分類して
いるのみであり，細かい波形の形状にまでは触れられていない．
有限要素モデルによる衝突シミュレーションで断面力を計測する方法は今日の自
動車開発においても一般的ではあるが[76]，主に荷重伝達経路の分析と部材の耐力計算
が主な用途であり，客室減速度と関連付けて調査した論文は見当たらない．また，衝
突現象は極短時間の減少であるため，部材の変形による反力だけでなく部材の慣性力
の影響についても考慮する必要があるが，断面力による分析では，慣性力を直接扱う
ことができない問題も存在する．
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Fig. 1.4

Example of evaluation using cross-sectional force [80]
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本研究の目的
衝突時の乗員保護に関する研究として従来は，①乗員傷害値を最小化するための客
室減速度のコントロール，②部材の変形モードコントロールやエネルギー吸収効率の
最大化，③CAE を活用した車両開発の効率化や，CAE モデルの精度向上に関する研
究が多く行われてきた．しかしながら，自動車を構成する個々の部材が，客室減速度
または乗員傷害値にどのように寄与しているかを述べた文献は見られない．そこで本
研究では，衝突時の力学的エネルギー保存則の微分から導出される式（エネルギー微
分法とよぶ）を，衝突シミュレーション（有限要素法）に適用することで，衝突時の
客室減速度に対する個々の部材の寄与度を明確する．また，エネルギー微分法を歩行
者頭部保打撃シミュレーションに応用することで，頭部インパクターの減速度に対す
る車体部材の寄与度を求める．エネルギー微分法により得られる結果（減速度に対す
る各部材の寄与度）は，複雑な減速度波形の発生要因を定量的に表しており，自動車
乗員や歩行者にとってより安全な車両を開発する上で，自動車開発者にとって有用な
情報となり得る．
また近年，自動車開発において，複雑化するシステムを迅速に開発・評価するため
の手法として，モデルベース開発（Model Based Development， MDB）とよばれるバ
ーチャルシミュレーション技術が注目されている[81]-[83]．MBD は，複雑なシステムを
単純なブロック線図モデルに落とし込むことで，効率よく開発を行えるようにする技
術であり，ECU（Engine Control Unit）などの制御システム開発の分野で先行している
が，衝突安全性能を含む車体構造設計の分野への適用も急がれている．衝突安全性能
開発に MBD を適用することを考えるとき，詳細な有限要素シミュレーションから得
られる複雑な現象から，個々の要因を分析して，単純な物理モデル（1D-CAE やリダ
クションモデルと呼ばれる）を構築する必要がある．この際，元の複雑な物理現象を
いかに正確に単純化して表現できるかが，MBD の予測精度を左右する．本研究で提
案するエネルギー微分法は，MBD のモデル構築に欠かせない要因分析と物理現象の
理解において，有効なツールになると期待される．
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本研究の内容
本研究は 6 つの章で構成されている．以下に各章の内容を示す．

第 1 章「緒論」では，最初に交通事故統計データから自動車乗員と歩行者保護の重
要性について述べた．次に自動車の衝突安全性能評価のために実施される各国の法規
試験やアセスメント試験について触れ，衝突時の客室減速度と乗員傷害リスクの関係
や，乗員にとって最適な減速度特性について研究された事例を調査した．さらに客室
減速度と密接に関係する部材の変形モードやエネルギー吸収特性の最大化に関する
文献を調査した．また，現在の自動車開発で欠かせない CAE による衝突シミュレー
ションの活用事例について調査した．以上の調査を踏まえ，本研究の目的である，客
室減速度に対する部材寄与度を定量的に求めることの目的や意義を述べた．

第 2 章「エネルギー微分法」では，前面衝突におけるエネルギー保存則の微分に基
づき，客室減速度に対する任意の部材の寄与度を求める式を導出する（これをエネル
ギー微分法と呼ぶ）
．さらにエネルギー微分法の式を 1 次元から 2 次元に拡張し，回
転や横方向移動の影響を考慮できるようする．
次に，クラッシュボックスやフロントサイドメンバー等のエネルギー吸収部材を簡
易的に模擬した中空角管の圧潰シミュレーションを実施し，エネルギー微分法の妥当
性について検証する．さらに同様の簡易シミュレーションモデルを用いて，従来の断
面力を用いた評価方法では，客室減速度に対する部材寄与度を求められないことを示
し，この点に関するエネルギー微分法の優位性を示す．

第 3 章「客室減速度に対する部材寄与度の計算」では，小型乗用車の有限要素モデ
ルを用いた前面衝突シミュレーションを実施し，これにエネルギー微分法を適用する
ことで，客室減速度に対する各部材の寄与度を定量的に求める．エネルギー微分法で
は，部材変形によるエネルギー吸収の寄与度だけでなく，パワートレインのような重
量物の慣性力の寄与度についても評価できることを示す．
さらに，オフセット前面衝突や車対車衝突のシミュレーションを実施し，エネルギ
ー微分法を適用することで，それぞれの衝突試験条件における部材寄与度の傾向や，
ハニカムバリアおよび相手車両の寄与度について調べる．
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第 4 章「乗員減速度に対する部材寄与度」では，エネルギー微分法を用いて，乗員
減速度に対する部材寄与を求める方法について検討する．また，デジタルフィルター
の一種である有限インパルス応答（FIR）を用いて，客室減速度と乗員減速度の関係
を求め，エネルギー微分法と組み合わせることで，乗員減速度に対する車両の部材の
寄与度を求める方法を検討する．

第 5 章「歩行者頭部打撃シミュレーション」では，エネルギー微分法の応用事例と
して，歩行者頭部打撃シミュレーションに適用し，ヘッドフォームインパクターの減
速度に対するボンネットフードの寄与度を求める．頭部インパクターは回転運動を伴
うため，2 次元のエネルギー微分法を適用する．歩行者頭部打撃では，ボンネットフ
ードの変形抵抗と慣性抵抗が作用してヘッドフォームインパクターに減速度が生じ
るが，エネルギー微分法であれば，変形抵抗と慣性抵抗の寄与度をそれぞれ分けて求
められることを示す．

第 6 章「結論」では，本研究で得られた結果をまとめる．

13

14

第2章
章

エネルギー微分法

自動車衝突時に乗員の傷害リスクを低減するためには，客室減速度を適切にコント
ロールする必要がある．客室減速度は衝突時の部材変形に大きく依存するため，一般
的には，有限要素シミュレーションなどを活用して，客室減速度が最適になるように
部材の設計が行われる．しかし衝突時の部材変形は非常に複雑であるため，個々の部
材と客室減速度の関係を定量的に評価することは容易でない．
そこで本章では，衝突時の車両の力学的エネルギー保存則の微分から，客室減速度
に対する各部材の寄与度を求める計算方法を導出する．これをエネルギー微分法と呼
ぶ．さらに，エネルギー微分法の汎用性を高めるため，横方向の並進運動や回転の影
響を考慮して，2 次元に拡張したエネルギー微分法の式を導出する．
次に，前面衝突におけるエネルギー吸収部材と，客室を簡易的に模擬した有限要素
モデルの圧潰シミュレーションを実施し，その結果にエネルギー微分法を適用するこ
とで，同手法の妥当性を検証する．また，従来の断面力を用いた分析手法との比較を
行うことで，エネルギー微分法の有用性を示す．
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主な記号

本章の数式中で使用する記号とその意味を以下に示す．

Ai

客室の減速度に対する部材 i の寄与度

ax

客室の局所座標系 x 方向の加速度

ay

客室の局所座標系ｙ方向の加速度

a(ax, ay)

局所座標系における客室の加速度ベクトル

(ex, ey)

局所座標系における基底ベクトル

Ei

部材 i の力学的エネルギー（Ei= Ki+ Ui）

Fi

部材 i の断面力

I

客室の慣性モーメント

Ki

部材 i の運動エネルギー

Ki0

初期の部材 i の運動エネルギー

M

客室の質量

mi

部材 i の質量

t

時間

U

客室の内部エネルギー

Ui

部材 i の内部エネルギー

V

客室の速度

V0

車両の衝突速度

vi

部材 i の速度

v(vx, vy)

局所座標系における客室の速度ベクトル

ω

客室の角速度

X

客室の変位

xi

部材 i の変位

Δxi

部材 i の変形量
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エネルギー微分法の導出
1 次元の式
車両を構成する部材の力学的エネルギーから，客室の減速度に対する各部材の寄与
度を求める方法を考える．前面衝突時に客室の減速度に寄与する車両前部構造を Fig.
2.1 のように複数のばねと質点で表した多自由度系と考える．ここで，車両の衝突速
度を V0 とし，衝突後，最大変形までの任意の時刻における部材 i（1, …, n）の内部エ
ネルギーおよび運動エネルギーを Ui , Ki とする．部材 i の初期の運動エネルギーは
Ki0 と表すこととする．一方，客室の質量を M, 任意の時刻における速度を V, 内部エ
ネルギーを U とすると，衝突直後から客室が最大変位に達するまでの負荷領域では，
車両全体の力学的エネルギーは保存されるので，次式が成り立つ．

V0
xi
Ui Ki

M
U
V

Passenger compartment

Fig. 2.1

Front structure

Rigid wall

Spring-mass model of the front-end structure in frontal impact
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式(2.1)を変換すると，客室の運動エネルギーの変化は次のようになる．
1

2

1
− 
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ここで Ei=Ki+Ui（部材 i の力学的エネルギー）
．式(2.2)を時間 t で微分すると




= −   + 



(2.3)



となるので，客室の減速度 dV/dt は次のようになる．

1 
=−
  + 

 

(2.4)



したがって部材 i の客室減速度に対する寄与度 Ai は，次式で定義することができる．
 = −

1 
 

(2.5)

ここで Ei=Ki+Ui であるので，式(2.5)は次式のように表すこともできる．
 = − 

1 
1  
+

   

(2.6)

右辺の中の (1/MV)(dKi /dt) および (1/MV)(dUi /dt)は，それぞれ部材 i の慣性抵抗およ
び変形抵抗による寄与度を表している．式(2.5)および(2.6)は，部材 i の客室の減速度
に対する寄与度が，部材 i の力学的エネルギー Ei（または運動エネルギー Ki と内部
エネルギー Ui の和）を時間 t で微分し，客室の質量 M および速度 V で除したもの
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という，単純な形で表すことができることを意味する．衝突現象中の各部材の変形や
運動は非常に複雑なものであるが，運動エネルギー Ki および内部エネルギー Ui は
有限要素シミュレーションにより簡単に求めることができる．このように力学的エネ
ルギーの微分に基づき各部材 i の寄与度を求める方法を，本研究では「エネルギー微
分法」とよぶこととする．
式(2.5)の寄与度の物理的な意味を考える．部材 i の断面力 Fi は部材の慣性力と変
形力からなり，部材 i の変位を xi とすると
 = −


 
= −   −



(2.7)

のように表すことができる．部材の変形量を xi すると，断面力のなす仕事は Fi xi
であり，これが客室に慣性力 M (d 2X/dt2) が作用した状態で客室を X だけ変位させ
ると考えると
   = ! !


! =

(2.8)

∑   ∑  #  ∑  #
=
=
 !
 


(2.9)

となる．式(2.9)から，減速度に対する各部材の寄与度は，客室の運動量に対して各部
材の断面力がなす仕事率の比と考えることができる．

2 次元の式
実際の衝突現象は 1 次元の運動に限らず，
横方向への並進や回転を伴うことがある．
ここでは斜め衝突を例にエネルギー微分法を 2 次元に拡張することを考える．すなわ
ち，車両固定座標系で表示した y 方向（車両の左右方向）への並進運動と z 軸まわり
の回転運動（ヨーイング）をともなう運動を考えることとする．客室の変形が最大変
位に達するまでの時間において，客室の x 方向（前後方向）の減速度に対する z 方向
（上下方向）への並進運動および，x 軸まわりの回転（ローリング）および y 軸まわ
りの回転（ピッチング）の影響は無視できる程度に小さいので，本研究では扱わない．
Fig. 2.2 に示すように，車両が剛体壁に対して斜めに衝突するケースを想定し，車両
前部構造を複数の変形体 i（1,…, n）からなる系と考える．ここで，車両の初速度を V0
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とし，部材 i の運動エネルギーおよび内部エネルギーを Ki および Ui する．初期の部
材 i の運動エネルギーは Ki0 である．客室の質量および重心まわりの慣性モーメント
を M および I とする．ここで，客室の重心に固定した局所座標系（G-xy）を定義し，
局所座標系における客室の速度，加速度および角速度をそれぞれ v(vx, vy), a(ax, ay), ω
と表すと，次の式が成り立つ．
#
$ ∙ $
=



(2.10)

= 2$ ∙ &

Ki , Ui
V0

az
azz

M,
v
y
y
vx
x
G-xy
ω
K, U

az
azz
Front rail

Rigid wall

Passenger compartment
Fig. 2.2 Model of the front-end structure in frontal impact in two dimensions

速度および加速度を局所座標系の基底ベクトル(ex, ey)で表すと，それぞれ次のよう
になる．

$ = #' (' + #) ()

(2.11)

& = * ' (' + * ) ()

(2.12)

式(2.10)を局所座標系で表すと，次式が得られる．
#
= 2+#' (' + #) () , ∙ +*' (' + *) () ,

= 2+#' *' + #) *) ,
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(2.13)

衝突直後から客室が最大変位に達するまでの負荷領域では，車両全体の力学的エネ
ルギーは保存されるので，次式が成り立つ．
1
 + ⋯ +  + 
2
=  + ⋯ + 

1
+ -. +
2

1
+ 
2



+⋯+



+

(2.14)

式(2.14)を変形すると，客室の運動エネルギーの変化は，次のようになる．
1

2

1
− 
2

= − + ⋯ +   +  + ⋯ +   − 
= −  +




+   −


1
− -.
2



+⋯+



−

1
− -.
2

(2.15)

式(2.15)を時間 t で微分し，式(2.13)を適用すると，次式が得られる．
+#' *' + #) *) , = −


/ +





+ 0 − -.

.


(2.16)

したがって，局所座標系の x 方向の客室減速度は次のようになる．
*' = −

1 
/ +
#' 




+ 0−

#)
-. .
*) −
#'
#' 

(2.17)

ここで，式(2.17)の右辺にある (vy /vx)ay は客室の y 方向（車両左右方向）の並進運動
の寄与度であり，(Iω/Mvx) (dω/dt) は z 軸まわりの回転挙動（ヨー回転）の寄与度を表
している．y 方向の並進とヨー回転を考慮しない場合には，これらの成分は 0 となり，
式(2.17)は 1 次元のエネルギー微分法の式(2.4)と一致する．
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簡易有限要素モデルによる検証
前節で導出したエネルギー微分法の妥当性を確認するため，単純な中空角柱部材の
圧潰シミュレーションを 3 ケース行う．

有限要素モデル
単純な中空角柱部材の圧潰シミュレーションに用いた有限要素モデルを Fig. 2.3～
Fig. 2.5 に示す．

ケース１（Fig. 2.3）
前面衝突の際のエネルギー吸収部材であるクラッシュボックスやフロントサイド
メンバーを，簡易的に模擬した中空角柱部材と，客室質量を模擬した箱型剛体部材か
らなるモデルが，空間に固定された剛体壁に対して 20 度の角度で，初速度 50 km/h で
衝突する圧潰シミュレーションを行う．計算には汎用有限要素解析コードである LSDYNA R971[84]の陽解法ソルバーを用いる．
中空角柱部材は高さ 50 mm，幅 50 mm の正方形断面で，稜線部に半径 10 mm のコ
ーナーアール（角 R）を設ける．長手方向の全長は 300 mm で，前方から 100 mm を
板厚 1.0 mm，中間の 100 mm を板厚 1.4 mm, 後方の 100 mm を板厚 1.8 mm として，
前から順に圧潰する構造とする．以降，各パートを前から順に部材 A, B および C と
呼ぶ．中空角柱部材は 1 辺 5 mm のシェル要素でモデル化し，フォーミュレーション
タイプには Belytschko-Wong-Chiang[85]を用い，板厚方向の積分点数は 5 とする．中空
角柱部材の材料は一様で，軟鋼板を想定した弾塑性材料モデル（MAT 024，ヤング率
=200 GPa, 降伏応力=270 MPa, 密度 7.89103 kg/m3）を設定する．中空角柱部材 C の
後端には 1 辺 100 mm の立方体の剛体部材を取り付ける．剛体部材の質量は 100 kg，
重心まわりの慣性モーメント 3.321011 kgm2 とする．速度および減速度は剛体部材の
重心に取り付けた加速度計により計測し，局所座標系で出力される設定とする．前面
に斜めに設置された剛体壁と中空角柱部材との接触面における摩擦係数は 0.5（一定
値）とする．

ケース２（Fig. 2.4）
従来の断面力を用いた分析手法とエネルギー微分法を比較するため，ケース 1 で示
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した有限要素モデルに，断面力を計測するための設定を追加する．断面力の計測個所
は，中空角柱部材 A, B および C のそれぞれ後端部とする．問題を簡単にするため，
固定された剛体壁に対しモデルを直角に衝突させる．初速度は 50 km/h とする．

ケース３（Fig. 2.5）
上記のケース 1 およびケース 2 では，客室を剛体で模擬したが，実際の車両では客
室の一部であるダッシュパネルがパワートレインに押されるなどして変形し，エネル
ギーを吸収する（式(2.4)の U に相当）
．衝突中の客室の変形が客室減速度に与える影
響を調べるため，部材 C と剛体部材の間に長さ 50 mm の中空角柱部材（以降，部材
D と呼ぶ）を追加する．追加部材 D の断面形状は他の角柱部材と同一であり，部材 C
よりも早く変形するように板厚は 1.4 mm とする．ケース 2 と同様，初速度は 50 km/h
で剛体壁に対し直角で衝突させる．

100 kg
3.321011 kgm2
y

50 km/h
20 deg
t=1.8

t=1.4

t=1.0

100
Rear part
(C)

100
Middle part
(B)

Rigid body

50

x

50

100
Front part
(A)

R10

Fig. 2.3 Simple FE model with box column and rigid body in Case 1

50 km/h

Cross-section Cross-section
rear
middle
Fig. 2.4

Cross-section
front

Simple FE model with box column and rigid body in Case 2
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50 km/h
t=1.4

t=1.8

t=1.4

t=1.0

Cross-section
rear
Additional column
(D)
Fig. 2.5

Simple FE model with box column and rigid body in Case 3

計算結果

ケース１
中空角柱部材の斜め衝突シミュレーションにおけるモデルの変形挙動を Fig. 2.6 に
示す．シミュレーション結果から各部材（前から部材 A,B および C とする）の運動エ
，加速度（ax, ay）
，
ネルギー Ki，内部エネルギー Ui および剛体の重心の速度（vx, vy）
角速度 ω を求め，2 次元のエネルギー微分法の式(2.17)を適用し，剛体の減速度に対
する，各部材の寄与度および横方向の並進挙動および回転運動の寄与度を求める（Fig.
2.7）
．主に剛体壁と中空角柱部材の接触面における，スライディングエネルギー（摩
擦エネルギーによる損失）に起因する寄与度は，部材の寄与度とは別に求める．横軸
の変位は，剛体の重心における局所座標系 x 方向の速度成分 vx を時間 t で積分して求
める．結果処理の段階において，高周波ノイズを除去するために，ローパスフィルタ
（SAE CFC 180Hz）を適用する．
衝突後すぐに，部材 A の前端から圧潰し始める．変位 70 mm までは部材 A のみが
変形し，部材 B および C は変形しないため，剛体の減速度には部材 A のみが寄与す
る．変位 100 mm の段階で，部材 A が完全に圧潰し，部材 B が変形し始めるため，部
材 B の寄与度が大きくなる．変位 170 mm で部材 C の寄与度が上がり始めて，部材 B
の寄与度が減少する．このタイミングで剛体が傾き始め，横方向の並進挙動と回転挙
動が寄与し始める．このケースでは，回転挙動の寄与度は正（剛体を減速させる）で
あり，横方向の並進挙動の寄与は負（減速度を減少させる）を示す．変位 200 mm で
部材 B がほぼ完全に圧潰し，変位 250 mm で最大変位に到達する．その後は，モデル
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が剛体壁から離れていく．変位 100 mm 以降で寄与度の合計と減速度波形に若干の乖
離が見られるが，スライディングエネルギーの寄与度が大きくなるタイミングと一致
しており，剛体壁と中空角柱部材との接触面における摩擦力がなんらかの影響を与え
ているものと考えられる．
Fig. 2.7 より，各部材の寄与度と，横方向の並進挙動の寄与度および回転挙動の寄与
度の和は，剛体の減速度波形と概ね一致しており，2 次元のエネルギー微分法の式
(2.17)の妥当性が示された．

Disp=0 mm

Disp=170 mm
Fig. 2.6

Disp=50 mm

Disp=200 mm
Disp=250 mm (Max.)
Kinematics of the simple FE model (Case 1)
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0
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Fig. 2.7
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The deceleration of rigid body and the contribution of each part of the
column in the simple model of case 1
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ケース 2
中空角柱部材の直角衝突シミュレーションにおけるモデルの変形挙動を Fig. 2.8 に
示す．ケース 1 と同様にシミュレーション結果から，各部材（前から部材 A,B および
C とする）の運動エネルギー Ki，内部エネルギー Ui および剛体の重心の速度 vx，加
速度 ax を求め，1 次元のエネルギー微分法の式(2.5)を適用し，剛体の減速度に対する
各部材の寄与度および横方向の並進挙動および回転運動の寄与度を求める（Fig. 2.9）
．
さらに部材 A,B および C の後端で計測した断面力を剛体の質量で除した値 Fi/M と，
剛体の減速度波形を合わせて Fig. 2.10 に示す．
エネルギー微分法を用いた方法（Fig. 2.9）からは，中空角柱部材が前から順番に圧
潰し，剛体の減速度に対する寄与度が部材 A，B，C と移っていく様子がわかる．部
材 A，B および C の寄与度の和は，剛体の減速度と一致する．
一方，断面力を用いた方法（Fig. 2.10）の場合，剛体変位 70 ㎜付近までは，いずれ
の断面力も同じ値を示す．変位 100 mm 以降，部材 A が完全に圧潰すると部材 A の断
面力がほぼ 0 となる．変位 200 mm で部材 B が完全に圧潰すると，部材 B の断面力も
0 となる．部材 C の後端（すなわち剛体の直前）で計測した断面力を剛体の質量で除
した値 Fi/M は，剛体の減速度と一致する．このように断面力を用いた方法では，長手
方向に連続する部材の個々の寄与度を求めることはできないことがわかる．

Disp=0 mm

Disp=50 mm

Disp=100 mm

Disp=150 mm

Disp=200 mm

Disp=240 mm (Max.)

Fig. 2.8

Kinematics of the simple FE model (Case 2)
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Fig. 2.9 Contribution of front, middle and rear part of the column in the energyderivative method (Simple FE model of case 2)
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Fig. 2.10 Cross-sectional force at the front, middle and rear of the column
(Simple FE model of case 2)
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ケース 3
中空角柱部材 C と剛体の間に中空角柱部材 D を追加したモデルの，直角衝突シミ
ュレーションにおける変形挙動を Fig. 2.11 に示す．Fig. 2.12 には，エネルギー微分法
を用いて計算した部材 A～C の寄与度の和と，部材 C の後端で計測した断面力を客室
の質量で除した値 Fi /M を比較して示す．
Fig. 2.11 より部材 D が変形し始めるまでは，エネルギー微分法で求めた寄与度の和
と断面力を客室の質量 M で除した値は同一の値を示すが，部材 D が変形している間
は，各部材の断面力を客室の質量 M で除した値がエネルギー微分法で求めた寄与度
の和がよりも大きな値を示した．
以上の結果は，実際の前面衝突のように客室が変形するようなケースにおいては，
断面力は客室の減速度と一致しないことを示している．

Disp=0 mm
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Fig. 2.11 Kinematics of the simple FE model (Case 3)
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The sum of contributions of column in energy derivative method and cross-

section force at the rear-end of the column in the simple FE model (case 3)

考 察
本章では，はじめに前面衝突時の客室および車両前部構造を 1 次元のばね質量系と
考え，衝突時の力学的エネルギー保存則の微分から，客室減速度に対する任意の部材
i の寄与度は式(2.5)で得られることを示した．本研究ではこれをエネルギー微分法と
呼ぶこととした．式(2.5)は，任意の部材 i の力学的エネルギー E（
i 内部エネルギーと
運動エネルギーの和）を時間 t で微分し，客室の質量 M および速度 V で割るという
単純な式で寄与度を求められることを意味している．また，この方法は，ラグラジア
ン（運動ポテンシャル）を一般化座標で微分するラグランジュの運動方程式の一つの
形と見なすことができる．任意の部材 i の力学的エネルギー Ei は，自動車開発 CAE
で一般的となっている有限要素シミュレーションにより容易に得ることができるた
め，本研究で提案するエネルギー微分法は，自動車メーカーの CAE 技術者にとって，
シミュレーション結果を評価・分析する上で，簡便かつ実用的な方法であると考えら
れる．また，式(2.6)より，任意の部材 i の寄与度を部材の変形抵抗によるものと慣性
抵抗によるものに分けて評価することを可能としている点も，従来の方法にはない本
方法の利点の一つといえる．
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次に，衝突現象は 1 次元の運動に限らず回転運動を伴う場合もあるため，エネルギ
ー微分法を 2 次元に拡張する検討を行った．2 次元のエネルギー微分法の式によると，
客室減速度は式(2.17)で表され，回転運動と横方向への並進運動に起因する項が加わ
るが，客室減速度に対する任意の部材 i の寄与度自体は 1 次元のエネルギー微分法
（式(2.5)）と同一の式で得られる．エネルギー微分法は，衝突開始から客室の変位が
最大になるまでの時刻で成立し，客室の最大変位後の速度が負になる領域（リバウン
ド領域）を扱うことはできない．前面衝突における自動車の挙動を考えるとき，客室
の最大変位までの挙動は概ね 1 次元か 2 次元の運動と見なすことができることから，
3 次元への拡張は対象外とした．
エネルギー微分法の式の妥当性を検証するため，単純な中空角管部材の圧潰シミュ
レーションを実施した．斜めに設置した剛体壁に対する衝突シミュレーション（ケー
ス 1）では，各部材の寄与度と回転および横方向移動による寄与度の合計が，客室を
模擬した剛体の減速度と一致しており，導出したエネルギー微分法の式が妥当である
ことを示した．
圧潰シミュレーション（ケース 2）では，板厚の異なる中空角管部材が前方から順
に圧潰して剛体に減速度を与える様子を，エネルギー微分法を適用することで簡便か
つ定量的に求められることを示した．一方，従来の断面力を用いた手法では，このシ
ミュレーションモデルのような長手方向に連続した構造部材では，部材が圧潰するま
では全て断面力が一様の値となり，部材毎の寄与度を求められないことを示した．
上記の中空角管部材の圧潰シミュレーション（ケース 1 およびケース 2）は，客室
を剛体と仮定したが，実際の前面衝突ではダッシュパネル等，客室を構成する部材の
一部が変形しエネルギー吸収する．ケース 3 では客室変形を模擬した角管（変形体）
を追加して圧潰シミュレーションを実施した．この結果，追加した角管の変形中は，
その直前で計測した断面力と，剛体の減速度が一致しないことを示した．このことは，
実際の前面衝突では，フロントサイドメンバー後端で断面力を計測しても，ダッシュ
パネルが変形すると客室減速度を評価できないことを意味している．一方，エネルギ
ー微分法であれば，客室自体の変形の寄与についても評価可能である．
以上より，従来の断面力による評価は，荷重の伝達経路（ロードパス）や部材の耐
荷重を求める際には有用であるが，客室減速度との関係を定量的に求めるのには不向
きであり，この点に関してエネルギー微分法の優位性が示された．
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結 言
(1) 自動車衝突時の力学的エネルギー保存則の微分から，客室減速度に対する各部
材の寄与度を求める式（エネルギー分法と呼ぶ）を構築した．
(2) 横方向への並進と回転を考慮して，2 次元に拡張したエネルギー微分法の式を
構築した．
(3) 単純な中空角管部材の圧潰シミュレーションにエネルギー微分法を適用し，各
部材の寄与度の合計が客室を模擬した剛体の減速度と一致することを確認した．
これによりエネルギー微分法の妥当性が示された．
(4) 中空角管部材の圧潰のような長手方向に連続した構造の場合，断面力は一様の
値を示すため，個々の部材の寄与度を求めることができないが，エネルギー微
分法であれば可能であることを示した．
(5) 実際の衝突のように客室変形を想定したケースでは，断面力（を客室の質量で
除した値）は，客室減速度と一致しないが，エネルギー微分法は，客室変形の
寄与度も扱うことができることを示した．
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第3章
章

客室減速度に対する部材寄与度の計算

自動車乗車中の死者数を衝突方位別に分類したデータ[86]によると，前面衝突が約半
数を占めており（軽自動車で 50.7%，普通乗用車で 47.0%）
，特に衝撃耐性の低い高齢
者では，正面衝突にける死亡率がほかの年齢に比べ高い傾向にある[87]．
前章では，前面衝突の際の乗員傷害値に大きく影響する，客室減速度に対する部材
の寄与度を求める方法（エネルギー微分法）を導出し，その妥当性について検証した．
本章では，エネルギー微分法を小型乗用車の前面衝突シミュレーションに適用し，各
部材の寄与度を求める．
さらに，デフォーマブルハニカムバリアに対するオフセット衝突や車対車衝突のシ
ミュレーションを実施し，エネルギー微分法を適用することで，ハニカムバリアや相
手車両が自車の客室減速度に及ぼす寄与を求める．

有限要素モデル
有限要素モデルの概要
本研究で使用した有限要素モデルを Fig. 3.1 に示す．前面衝突シミュレーションを
行うにあたり，本研究では，ジョージ・ワシントン大学の National Crash Analysis Center
(NCAC)[88]により開発され，米国運輸省道路交通安全局（National Highway Traffic Safety
Administration，NHTSA）[89]により無償公開されている LS-DYNA 用の小型乗用車有
限要素モデル（トヨタ・Yaris 2010 年モデル）を使用する．本モデルは約 149 節点，
152 万要素からなり，全 920 パートで構成される．フロントサイドメンバー等の主要
な車体骨格部材はメッシュサイズ 6-8 mm のシェル要素（完全積分要素[91]）でモデル
化されており，標準タイムステップは 1.0 μs である．
燃料や計測器等に相当する質量を加えた車両質量は 1101.5 kg である．本研究では
本車両モデルの標準タイムステップである 1.0 μs で計算を行い，このときのマススケ
ーリングによる付加質量は 12～13 kg である（変形により変動する）
．これは車両モデ
ルの 1%程度であり，十分無視できるレベルであるため，この後の検討において付加
質量は考慮しない．また，乗員ダミーは非搭載とする．
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Fig. 3.1

FE model of small passenger car used in this study

客室の変位，速度および減速度は運転席側（北米仕様のため左側）の B ピラー下部
に設置された加速度計により求める（Fig. 3.2）
．速度および減速度は車両に固定され
た局所座標系により出力される．変位は速度を時間で積分することで求める．エネル
ギー微分法における客室減速度は，その定義によれば，本来は客室の重心位置で計測
すべきであるが，客室の重心は空間上にあり実際の衝突試験では加速度計を設置する
ことができない．また，一般的に前面衝突の場合，B ピラー以降はほとんど変形せず，
客室の最大前方変位までの客室の運動は概ね 1 次元とみなせることから，
本研究では，
実際の衝突試験でも設置可能な B ピラー下部の加速度計の値を採用する．
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Accelerometer
Fig. 3.2

Location of the accelerometer

有限要素モデルの変更
本研究では，公開されている車両モデルに対し 2 点の変更を行った．変更点を以下
に示す．

① クラッシュボックスのボルト締結位置の修正
本車両モデルでは，フロントサイドメンバーの前端に，低速衝突の際に衝撃を吸収
するためのクラッシュボックスが取り付けられている．このモデルの実車では，クラ
ッシュボックスはバックプレートを介してフロントサイドメンバー先端に 4 点でボ
ルト締結されている．しかしオリジナルの有限要素モデルでは，実車とは異なる 2 点
のみでボルト締結されているため，斜め方向からの入力に対し，クラッシュボックス
が横倒れする不具合が確認されている．そこで，本研究ではボルト締結位置を実車に
合わせて 4 箇所固定に修正して使用する（Fig. 3.3）
．
Back plate

2 bolts

4 bolts

a) Before modification
b) After modification
Fig. 3.3 Fixation points of the crush box
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② シートベルを模擬したばね要素の削除
本車両モデルでは，乗員ダミーはモデル化されていないものの，乗員ダミーの質量
（運転席と助手席に各 75 kg）を質点で定義し，シートベルを模擬したばね要素を介
して車体に拘束する設定になっている（Fig. 3.4）
．この質点およびばね要素があるこ
とで，振動によりエネルギーバランスが不安定になる場合があるため，乗員ダミー用
の質点および拘束装置を模擬したばね要素をモデルから削除して使用する．なお，削
除した乗員質量を除いた車両総質量が 1101.5 kg である．

Fig. 3.4 Spring elements representing the seat belts

エネルギー微分法の適用について
エネルギー微分法では，各部材の力学的エネルギーの微分にもとづき，客室減速度
に対する部材の寄与度を求める．前面衝突では横方向の並進運動および回転運動の影
響は無視できるので，1 次元のエネルギー微分法の式(2.5)を適用する．LS-DYNA によ
る本モデルの衝突シミュレーションでは，全 920 パートの内部エネルギー Ui と運動
エネルギー Ki が時系列として個別に出力される.したがって任意の部材の力学的エ
ネルギーは，その部材を構成する複数のパートの内部エネルギーと運動エネルギーを
足し合わせることで得ることができる．本研究では，車両モデルを Fig. 3.5 に示す通
り，7 個の部材に分割し，それぞれの寄与度を求めた．客室はダッシュパネルより後
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方の車体部品にシートやインストルメントパネル等の内装部品および燃料タンクを
加えた範囲とし，質量 M は 621.9 kg である．なお本モデルでは一部の要素でアワー
グラスモードによるエネルギーが発生するが，これらは各パートの内部エネルギーに
加算する．部品同士の接触面に生じるスライディングエネルギー（摩擦エネルギーに
よる損失）は各パートに加算することができないため，個別に寄与度を求める．

Passenger compartment
Front side rail
Crush box
Bumper beam

Front body parts

Powertrain

Tire / suspension

Fig. 3.5 Classification of each structural group
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フルラップ前面衝突シミュレーション
フルラップ前面衝突シミュレーション
方 法
上記の小型乗用車の有限要素モデルを用いて，フルラップ前面衝突シミュレーショ
ンを実施する．衝突速度は自動車アセスメント（JNCAP）の試験条件である 55 km/h
とし，車両モデル全体に対し，X 方向の初速度を与えた．衝突壁および路面は空間に
固定された剛体で定義し，衝突壁と車両の間の摩擦係数はモデルの初期設定値である
0.6 とする．路面とタイヤの接触面における摩擦係数は，一般的な値である 0.9（乾燥
路）[90]とする．重力加速度 g は鉛直下向き（−Z 方向）に 9.8 m/s2 として定義する．
55 km/h

Rigid wall
1011.5 kg

Fig. 3.6

Boundary conditions for the 55 km/h full-width impact simulation

結 果
フルラップ前面衝突シミュレーションにおける車両の変形挙動を Fig. 3.7 に示す．
運転席側の B ピラー下端に設置した加速度計で計測された，速度および減速度線図を
Fig. 3.8 および Fig. 3.9 に示す．さらに減速度－変位線図を Fig. 3.10 に示す．なおグラ
フの波形は，SAE CFC 60Hz のローパスフィルターにより高周波ノイズを除去してい
る．
衝突後，約 5.5 ms（変位 85 mm）は樹脂製のバンパーフェイシャが変形するのみで
客室はほとんど減速しない．その後バンパービームが変形することでほぼ平坦になり，
10 ms（変位 152 mm）時点でクラッシュボックスが圧潰し始める．20 ms（変位 291
mm）時点では，クラッシュボックスが半分程度圧潰し，フロントサイドメンバーの
前端が軸方向に圧縮変形し始める．30 ms（変位 413 mm）時点では，クラッシュボッ
クスは完全に圧潰し，フロントサイドメンバーは後方で曲げ変形する．また，この時
点でパワートレイン（エンジンおよびトランスミッション）が剛体壁に到達する．
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40 ms（変位 510 mm）時点では，ダッシュパネルがパワートレインに押し込まれて，
客室が変形しはじめ，客室減速度が大きくなる．50 ms（変位 568 mm）時点ではさら
に客室が変形し，59 ms（変位 583 mm）で客室変位は最大となる．59 ms 以降，客室
の速度は負となり，弾性変形が復元されるリバウンド領域となる．
有限要素シミュレーションで得られた各パートの力学的エネルギーに 1 次元のエ
ネルギー微分法の式(2.5)を適用し，各部材の客室減速度に対する寄与度を求める．求
めた寄与度を加速度計で計測した加速度波形（加速度-変位線図）と合わせて Fig. 3.11
に示す．横軸は速度を積分して求めた客室の変位である．部材の接触によるスライデ
ィングエネルギーの寄与度は，部材の寄与度とは分けて示す．これらの波形について
も SAE CFC 60 Hz のローパスフィルターにより高周波ノイズを取り除く処理を行っ
ている．
Fig. 3.11 より，各部材とスライディングエネルギーの寄与度の合計は，加速度計で
計測した客室減速度と一致しており，エネルギー微分法で求めた値が，客室減速度に
対する各部材の寄度与を表していることが確認された．また，このグラフからは，客
室変位が進むにつれて客室減速度に寄与する部材が移り変わっていく様子がわかる．
バンパービームの寄与度は客室変位 85 ms 以降上昇しはじめ，変位 140 mm で最大と
なったあと変位 200 mm でほぼ 0 となる．バンパービームの寄与度が下がるのと入れ
合わるように，クラッシュボックスの寄与度が大きくなり，クラッシュボックスの寄
与度は客室変位 180 mm 以降高い値を維持し，変位 320 mm で最大となった後，400
mm でほぼ 0 となる．クラッシュボックスの寄与度が最大値となったあと，フロント
サイドメンバーの寄与が大きくなり，さらに，客室変位 440 mm 付近からは客室自身
の変形が客室減速度を発生させていることがわかる．客室変位 580 mm 付近における
客室減速度の最終ピークは，車体前部構造および客室の変形が支配的な要因となる．
一方，パワートレインおよびタイヤ/サスペンションの寄与度は負の寄与を示す．こ
れは主にエンジンやサスペンション等の重量物の運動エネルギーがクラッシュボッ
クス等の変形のより吸収されて減少するためであり，言い換えれば，パワートレイン
やサスペンションの慣性力が客室に加速度（＝負の減速度）を与えているとも言える．
このように，エネルギー微分法は，部材の変形だけではなく，慣性力が客室減速度に
与える影響についても評価できることがわかった．
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Fig. 3.7

Kinematics of the vehicle in 55 km/h full-width impact simulation

40

60
50

Velocity (km/h)

40
30
20
10
0
0

10

20

-10

40

50

60

70

Time (ms)

Velocity of the passenger compartment in 55 km/h full-width impact simulation

600
500
400
Deceleration (m/s2)

Fig. 3.8

30

300
200
100
0
0

10

20

30

40

50

-100
-200

Time (ms)
Fig. 3.9 Deceleration of the passenger compartment
in 55 km/h full-width impact simulation
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オフセット前面衝突
オフセット前面衝突シミュレーション
前面衝突シミュレーション
方 法
フルラップ前面衝突シミュレーションと同じ小型乗用車の有限要素モデルを用い
て，オフセット前面衝突シミュレーションを実施する（Fig. 3.12）
．オフセット前面衝
突では，車両全幅の 40%（このモデルの場合：車両全幅 1700 mm×40%=680 mm）を，
壁に固定されたアルミハニカム製のデフォーマブルバリア（以下，ODB という）に衝
突させる．ODB には，Livermore software technology corporation 製の有限要素モデル[92]
を用いる．この ODB モデルは，ソリッド要素でモデル化されたアルミハニカム（要
素数 4.2 万要素）とシェル要素でモデル化されたアルミシート（2.2 万要素）からな
る．衝突速度は JNCAP 条件である 64 km/h とする．Fig. 3.5 に示す各部材に加え，ODB
の客室減速度に対する寄与度をエネルギー微分法により求める．客室の減速度，速度
および変位は，フルラップ前面衝突と同様，運転席側 B ピラー下部に設置された加速
度計により計測する．

64 km/h

1011.5 kg

40 %

Offset deformable barrier (ODB)
Fig. 3.12

Boundary condition for the 64 km/h ODB impact simulation
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結 果
オフセット前面衝突シミュレーションにおける車両の変形挙動を Fig. 3.13 に示す．
運転席側の B ピラー下部に設置した加速度計で計測された速度および減速度波形を
Fig. 3.14 および Fig. 3.15 に示す．さらに，減速度－変位線図を Fig. 3.16 に示す．グラ
フの波形からは，SAE CFC 60 Hz のローパスフィルターにより高周波ノイズを除去し
ている．
客室が最大変位に達するまでの間，わずかに車両のヨー回転（Z 軸周りの回転）が
見られるもののその量は小さく，客室減速度に与える影響は無視できる程度である．
そこで，シミュレーション結果に 1 次元のエネルギー微分法を適用して，部材寄与度
を求める（Fig. 3.17）
．
Fig. 3.13 および Fig. 3.17 より，変位 200 mm までは ODB がバンパービームにより
局所的に押し込まれて変形することで，エネルギーを吸収し客室に減速度を与える．
その後，変位 200～450 mm でクラッシュボックスが圧潰することで一時的にクラク
ラッシュボックスの寄与度が大きくなるものの，変位 400 mm 以降は終始，ODB の寄
与度が最も大きな値を示した．変位 700 mm～最大変位にかけて，客室の変形による
寄与度が上昇した．オフセット前面衝突ではフロントサイドメンバーはほとんど変形
しなかったため，その寄与度は小さい．パワートレインおよびタイヤ/サスペンション
は負の寄与度を示した．これはパワートレインおよびタイヤ/サスペンションの運動
エネルギーが主に ODB の内部エネルギーに変換される形で吸収されたことを意味し
ている．
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Fig. 3.13

Kinematics of the vehicle in 64 km/h ODB impact simulation
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Deceleration of the passenger compartment
in 64 km/h ODB impact simulation
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Fig. 3.17 Contribution of each component on the passenger compartment deceleration
in 64 km/h ODB impact simulation
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車対車衝突シミュレーション
方 法
フルラップ前面衝突およびオフセット前面衝突と同一の小型乗用車の有限要素モ
デルを 2 台用いて，車対車衝突のシミュレーションを行い，エネルギー微分法により
客室減速度に対する相手車両の寄与度について調べる．本研究では，以下に示す 2 ケ
ースについて検討する．

ケース１：同一車両のフルラップ衝突（Fig. 3.18）
同一の車両モデルをオーバーラップ率 100%で正面衝突させる．衝突速度はいずれ
も 50 km/h（相対速度 100 km/h）とする．

ケース 2：高さが異なる車同士のフルラップ衝突（Fig. 3.19）
片方の車両モデルの車高を 100 mm だけ上げて，2 台の車両同士の車高が異なる状
態で正面衝突させた．フロントサイドメンバーとバンパービームの高さに差があるこ
とで起こる，衝突時の乗り上げ（オーバーライド）や沈み込み（アンダーライド）が，
相手車両の客室減速度に与える影響を調べる．なお，車高の変更は，車高が高い側の
車両モデル（オーバーライド車）を鉛直上（Z）方向に 100 mm 平行移動し，タイヤの
接地面が相手車両（アンダーライド車）と同一となるように位置を調整した．タイヤ
を除く足回り部品（サスペンションアームやストラット等）のジオメトリーは，変更
していない．衝突速度はいずれも 50 km/h（相対速度 100 km/h）とする．

50 km/h

50 km/h
1011.5 kg

1011.5 kg
Fig. 3.18

Boundary condition for the 50 km/h car to car full-width collision simulation
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50 km/h
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100 mm

Fig. 3.19

Boundary condition for the 50 km/h Car to car full-width collision simulation of
cars with different height

結 果

ケース１：同一車両のフルラップ衝突
同一車両によるフルラップ前面衝突における，車両の変形挙動を Fig. 3.20 に示す．
また，エネルギー微分法により求めた客室減速度に対する各部材の寄与度を Fig. 3.21
に示す．同一車両の正面衝突では，互いに自車の運動エネルギーを自車の変形エネル
ギーとして吸収するため，自車の客室減速に対する相手車の寄与度は小さく，各部材
の寄与度は剛体壁に対するフルラップ前突と同様の傾向を示す．
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ケース 2：高さが異なる車同士のフルラップ衝突
車高が異なる車同士のフルラップ衝突における，車両の変形挙動を Fig. 3.22 に示
す．車高の高い側の車両が車高の低い側の車両に乗り上げる挙動が確認できる．以降，
車高が低く相手車両に潜りこむ側の車両をアンダーライド車両，車高が高く相手車両
に乗り上げる側の車両をオーバーライド車両とよぶこととする．
シミュレーション結果にエネルギー微分法を適用して求めた，アンダーライド車両
の客室減速度に対する各部材および相手車両の寄与度を Fig. 3.23 に示す．相手車両が
自車に乗り上げることで，客室変位 400 mm 以降，相手車の運動エネルギーが自車の
客室を変形させ，客室減速度に対しては負の寄与を与える．
一方，オーバーライド車両の客室減速度に対する各部材の寄与度を Fig. 3.24 に示
す．アンダーライド車両の客室変形が，オーバーライド車両の運動エネルギーを吸収
し，客室減速度に正の寄与を与える．
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Fig. 3.20

Kinematics of the vehicles in car-to-car full width collision simulation
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Fig. 3.21 Contributions for passenger compartment’s deceleration in
car-to-car full-width collision simulation
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Fig. 3.22

Kinematics of the vehicles in car-to-car full width collision simulation of
cars with different height
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Fig. 3.23 Contributions for passenger compartment’s deceleration of under-riding
car in collision simulation of cars with different height
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Fig. 3.24 Contributions for passenger compartment’s deceleration of over-riding car
in collision simulation of cars with different height
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考 察
本章では，エネルギー微分法を各種の前面衝突シミュレーションに適用し，客室減
速度に対する部材寄与度を求めた．前面衝突において，車両の挙動は概ね進行方向の
みの運動と見なすことができるため，1 次元のエネルギー微分法を適用した．いずれ
のケースにおいても部材寄与度の合計は，加速度計で計測される客室減速度波形とよ
く一致しており，前面衝突シミュレーションにおいてもエネルギー微分法を適用でき
ることが確認できる．ただし，Fig. 3.11，Fig3.17 および Fig3.21 において、加速度計
で計測された減速速度波形と，各部材の寄与度の合計には若干の差異がみられる．特
に波形が立ち上がる箇所において寄与度の合計は、減速度波形に対して立ち上がりの
タイミングが遅れる傾向がみられる。燃料タンク，シート，ドア等の重量物もここで
は客室として定義しているが，これらの部品は必ずしも車体と一体で剛体運動をして
いるわけではなく，客室の重心の運動（寄与度の合計）と車体の運動（加速度計で計
測された減速度）に差異が生じたものと考えられる．
衝突シミュレーションの結果にエネルギー微分法を適用することで，従来の断面力
を用いた方法では求めることが難しかった，客室減速度に対する部材寄与度を，定量
的かつ容易に求めることができるようになった．オフセット衝突や車対車衝突でも，
同様の方法により ODB や相手車両の寄与度についても求めることができることがわ
っかった．相手車両の寄与度や，パワートレインおよびタイヤ/サスペンションのよう
な重量物の慣性力が客室減速度に与える寄与度を直接的に求めることができる手法
は他になく，エネルギー微分法は，衝突シミュレーション結果の評価・分析に有用な
情報を与えるツールになり得ると期待される．
一方で，エネルギー微分法にはいくつかの課題もみられる．一つ目には，客室変位
が最大値をとる付近における寄与度が正確に求められない点が挙げられる．エネルギ
ー微分法では，客室減速度に対する部材寄与度を式(2.5)で表すため，客室速度が 0 と
なる最大変位付近では，各部材の寄与度が∞に発散する．出力結果にはフィルター処
理を行うため実用上の問題は大きくないが，最大変位付近の現象を詳細に評価する必
要がある場合には，さらなる検討が必要である．
2 点目は，部材の変形量（クラッシュストローク）を評価できない点が挙げられる．
フルラップ衝突の結果（Fig. 3.11）を例にすると，客室変位 100～400 mm の範囲でク
ラッシュボックスの寄与度が高くなっているが，実際のクラッシュボックスの潰れ量
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は 165 mm 程度である（Fig. 3.25）
．これはグラフの横軸が客室変位を表しており各部
材の変形量とは関連がないことに起因する．エネルギー微分法は客室減速度に対する
部材の寄与度を得ることができる一方で，部材の変形量に関する情報が含まれないた
め，車両のレイアウト検討での使用を考えた場合に実用面での課題が残る．同じ理由
から，寄与度を表す波形の面積はその部材のエネルギー吸収量を表してはいない点も
注意が必要である．
3 点目として，質量の異なる車同士の衝突問題を扱えない点がある．本研究で示し
た事例は全て，静止バリアへの衝突または同一質量の車両同士の衝突問題である．質
量が異なる車両同士の衝突の場合，衝突中に系の重心が移動する．この場合，エネル
ギー微分法の式(2.6)における，速度 V と運動エネルギー Ki を重心基準で移動する座
標系（以下，重心座標系という）で表す必要がある．したがって今後，エネルギー微
分法の適用可能範囲を拡大するために，力学的エネルギーを重心座標系で取得できる
ように CAE ソルバーの仕様を変更するか，エネルギー微分法の式を見直す必要があ
る．

165 mm

Before deformation
Fig. 3.25

After deformation

Deformation of the crush box in 55 km/h full width impact simulation

結 言
エネルギー微分法を前面衝突シミュレーションに適用し，客室減速度に対する各部
材の寄与度を求めた．つぎの結果が得られた．
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(1) フルラップ前面衝突では，クラッシュボックスとフロントメンバーの寄与度が
大きく，後半には客室変形の寄与度が大きくなる傾向が見られた．パワートレ
インは負の寄与度を示した．
(2) オフセット前面衝突では，ODB の寄与度が支配的であり，クラッシュボックス
やフロントサイドメンバーの寄与度が小さいことがわかった．
(3) 同一車両による車対車衝突では，フルラップ前面衝突と同様の傾向を示した．
自車の客室減速度に対する相手車両の寄与度は小さい．
(4) 車高が異なる車同士の前面衝突では，オーバーライド車両の運動エネルギーを
アンダーライド車両が変形することで吸収しており，アンダーライド車両の客
室減速度に対して相手車両（オーバーライド車両）は負の寄与を与える．反対
に，オーバーライド車両の客室減速度に対してアンダーライド車両は正の寄与
を与える．
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第4章
章

乗員減速度に対する部材寄与度の計算
乗員減速度に対する部材寄与度の計算

前章では，前面衝突シミュレーションにエネルギー微分法を適用することで，客室
減速度に対する部材寄与度を求めた．本章では，衝突時に乗員が受ける衝撃（乗員減
速度）に対する，自動車構成部材の寄与度を求める方法について検討する．
初めに，前章で用いた小型乗用車モデルの後席に，乗員ダミーを搭載して前面衝突
シミュレーションを行い，その結果に対しエネルギー微分法を適用することで，後席
乗員の減速度に対する部材寄与度を求める方法を試みる．しかしながら，この方法で
は各部材の寄与度が減速度に対して大きくなりすぎる傾向があり，エネルギー微分法
を適用することが難しいことがわかる．
そこで，エネルギー微分法と有限インパルス応答（FIR）[93]の考え方を組み合わせ
て，衝突時の乗員減速度に対する部材寄与度を求める方法について検討する．有限イ
ンパルス応答は，任意の入力波形と出力波形の間の関係を表すデジタルフィルターの
一種であり，前面衝突の問題に適用すると，客室減速度波形（入力）と乗員胸部減速
度（出力）の関係，すなわち拘束装置の特性を伝達関数（FIR 関数）として表すこと
ができる[94]-[96]．本研究では，後席乗員ダミーを搭載した前面衝突シミュレーション
から得られた客室減速度と乗員胸部減速度を用いて FIR 関数を求め，エネルギー微分
法と組みわせることで，乗員胸部減速度に対する各部材の寄与度を求める．
さらに，前突シミュレーションに用いたモデルと同一車種である小型乗用車の自動
車アセスメント（JNCAP）の試験結果（客室減速度波形と運転席乗員胸部減速度）か
ら，この車種の運転席における FIR 関数を求め，エネルギー微分法と組みわせること
で，運転席乗員ダミーを搭載したシミュレーションを行わずに，乗員減速度に対する
各部材の寄与度を求める．

後席乗員の減速度に対する部材寄与度の計算
方 法
前章で用いた小型乗用車の有限要素モデルの後席に，乗員ダミーを搭載して 55
km/h フルラップ前面衝突シミュレーションを実施する．乗員ダミーには，Livermore
software technology corporation 製の Fast HYBRID III 5th Percentile モデル[97]を用いる
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（Fig. 4.1）
．この有限要素モデルは，主に剛体の骨格と弾性体の軟組織で，簡易的に
小柄女性乗員ダミーの形状と挙動を再現したものであり，7402 節点，4278 要素，119
パートで構成される．質量は 50.6 kg である．減速度は胸部に設置された加速度計に
より計測される．この乗員ダミーモデルを小型乗用車モデルの左側後席に搭載し，3
点式シートベルトで拘束する（Fig. 4.2）
．シートベルトフォースリミッターは 7 kN と
し，プリテンショナーは設定しない．また，要素の異常変形による計算エラー回避の
ため，フロントシートと乗員ダミーの接触は設定から除外する．

Fig. 4.1

FE model of the HYBRID III 5 percentile dummy

55 km/h

Seatbelt
F/L: 7 kN

Dummy
50.6 kg

Fig. 4.2

Boundary condition for the 55 km/h full-width impact simulation with rear
passenger dummy
60

結 果
後席に乗員ダミーを搭載したフルラップ前面衝突シミュレーションにおける，車両
および後席乗員ダミーの挙動を Fig. 4.3 に示す．
B ピラー下端の加速度計で計測した，
客室の速度および乗員胸部で計測した乗員の速度を Fig. 4.4 に示す．同じく加速度を
Fig. 4.5 に示す．グラフの波形は，SAE CFC 60Hz のローパスフィルターにより高周波
ノイズを除去している．
衝突後 10 ms から客室に減速度が発生し車両の速度が減少する．一方，乗員は 30
ms まではシートベルトからの拘束を受けず，ほぼ初速度のまま等速運動する．30 ms
以降，シートベルトにより拘束された乗員の胸部に減速度が発生する．乗員の減速度
は 55 ms で最大となり，75 ms で乗員の速度が 0（最大変位）となる．
有限要素シミュレーションで得られた各パートの力学的エネルギーに，エネルギー
微分法を適用して，客室減速度に対する部材寄与度を求める（Fig. 4.6）
．客室減速度
に対する部材寄与度は，ダミー非搭載で行ったフルラップ前面衝突シミュレーション
の結果（Fig. 3.11）とほぼ同等となるが，変位 500 mm から最大変位にかけて，乗員ダ
ミーの慣性力による負の寄与が見られる．
加速度に対する寄与度を求める対象を，客室から乗員ダミーに置き換えてエネルギ
ー微分法を適用することで，乗員減速度に対する部材寄与度を求める（Fig. 4.7）
．こ
のとき，式(2.5)における質量 M はダミーモデルの質量 50.6 kg であり，式(2.4)におけ
る U にはダミーの内部エネルギーを用いる．速度 V には，乗員ダミーの胸部で計測
した全体座標系 X 方向に対する速度を用いる．乗員ダミーの減速度に対する，部材の
寄与度をエネルギー微分法により求めると，乗員減速度に対して各部材の絶対値が非
常に大きな値を示す．これは，車両の質量（1101.5 kg）に対して乗員の質量（50.6 kg）
が小さく，式(2.5)における分母が小さくなることによるものである．乗員の減速度に
対する寄与度を求める時には，乗員の運動エネルギーの時間変化が必要となるが，車
両と乗員を一つの系とみて力学的エネルギー保存則を考えたときに，乗員の運動エネ
ルギーに比べて，車両の運動エネルギーや内部エネルギーの値が大きく，乗員の運動
エネルギーの時間変化を高い精度で求めることが困難となる．このように，乗員ダミ
ーを搭載した衝突シミュレーション結果にエネルギー微分法を適用して，乗員減速度
に対する部材寄与度を求めることは難しいことがわかった．
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Fig. 4.3

Kinematics of the vehicles and dummy in car-to-car full width impact
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Contribution of each component on the passenger compartment deceleration in 55
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Fig. 4.7 Contribution of each component on the dummy chest deceleration in 55 km/h fullwidth impact simulation with dummy
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有限インパルス応答を
有限インパルス応答を用いた方法
有限インパルス応答[21] [96]
前節では，乗員ダミーを搭載した前面衝突シミュレーション結果に，エネルギー微
分法を適用しても，乗員減速度に対する部材寄与度を求めることが難しいことを示し
た．そこで，有限インパルス応答による畳み込み積分の考え方を用いて，客室減速度
と乗員減速度の関係を表す伝達関数（FIR 関数）を求め，エネルギー微分法と組み合
わせることで，乗員減速度に対する部材の寄与度を求める方法について検討する．
Fig. 4.8 のように，客室と乗員を質点とし，両者をつなぐ拘束装置を線形ばね（ばね
定数 k）と線形ダンパー（減衰係数 c）で表現する線形ばね質量系を考える．乗員につ
いて次の運動方程式が成り立つ．

 + 12 − !2 + 3 − ! = 0

(4.1)

ここに，m は乗員質量，x および X は乗員および客室の変位である．x'=x-X とすると
次式で表される．

 5 − ! + 1 52 + 3′ =0

(4.2)

1
3
′ + ′2 +  = !



(4.3)

式(4.2)の両辺を乗員質量 m で割ると次式が得られる．

客室減速度!に対して，小型乗用車のフルラップ前面衝突の実験から得られた客室

の減速度波形を与え，実験における乗員減速度との誤差が最小になるように，最小二
乗法により求めた係数 k/m= 1832.4 s-2 および c/m= 26.2 s-1 を代入すると，線形ばね質
量系で得られる乗員減速度は，実験結果を概ね再現する（Fig. 4.9）．したがって，拘
束装置の特性は線形で近似することが可能であり，有限インパルス応答による畳み込
み積分の考え方を適用することできる．
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客室減速度を入力 x(t) として与えると，乗員減速度 y(t) が出力されるシステムを
考える（Fig. 4.10）
．高さ 1/, 幅の矩形波形を考える（Fig. 4.11）．これを  → 0
としたものがデルタ関数 (t−) であり，システムに対する入力 x(t) は，デルタ関数
の重ね合わせで近似することができる（Fig. 4.12）
．入力 x(t) のうち，t がi とi +
の範囲にある Fig. 4.12 の斜線部は，大きさ x(i ) のインパルス関数として近似し
て，(x(i )  )  (t−i ) と表すことができる．

Fig. 4.10

Occupant response system[96]
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Fig. 4.11 Delta function[96]

Fig. 4.12

Input function x(t) approximated by delta function [96]

単位インパルス応答 (t)に対するシステムの応答をインパルス応答 h(t)とすると，入
力 (x(i )  )  (t−i ) に対する応答は，(x(i )  ) h(t−i ) となるから，これを時刻 0 か
ら t まで（i=1,…, N）重ね合わせることにより，入力 x(t) に対する出力 y(t) は次の式
で得られる．



7 =  8  ℎ − 8 ∆8

(4.4)

;

ここで， → 0 とすると，次式が得られる．
=

7 = < 8 ℎ − 88

(4.5)

これは，x(t)と h(t)の畳み込み積分であり，さらに変数変換 '=t− をおこなうと，次の
ように表すこともできる．
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=

7 = < ℎ8′ ℎ − 8′8′

(4.6)

これを時間に対して離散化して数列 x[n], y[n], h[n] で表すと，
A

7>?@ =  ℎ>@ >? −  + 1@

(4.7)

B;

となる．ただし，h[n]=h(n) とする．これを M(N)個の h[1], … , h[M] で計算するこ
ととすると，出力 y[n] は次のようになる．
C

7>?@ =  ℎ>@ >? −  + 1@

(4.8)

B;

式(4.8)は，システムの入力 x[n] に対する出力 y[n] を与えるもので，インパルス応
答を用いていることから，有限インパルス応答（FIR）と呼ばれる．また，h[n] を FIR
関数と呼ぶ．Fig. 4.13 に入力，出力，FIR 関数の関係を示す．

Output
Input

Fig. 4.13 Computation method for FIR [96]

次に，FIR 関数 h[n] の導出について考える．FIR 関数 h[n] は，既知の入力 x[n] と
出力 y[n] から，最小二乗法により求めることができる．FIR により予測される出力を

7D>?@ とすると，各データ点の誤差は E = 7>?@ − 7D>?@ となるから，その 2 乗和を取

ると次の式が得られる．
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A

A

 E = F7>?@ − 7D>?@G

;

;
A

A

C

= F7>?@G − 2  H7?  ℎ>@>? −  + 1@I
;

A

;

C

B;

(4.9)

+  H  ℎ>@>? −  + 1@I
; B;

ただし，n−m+10 のとき，x[n−m+1]=0 とする．式(4.9)が最小となるような係数 h[m]
を求める．すなわち，
A

J  E KJℎ>@ = 0
;

(4.10)
(m =1,…, M)

が成り立つので，
A

−2  7>?@ >? −  + 1@
;
A

(4.11)

C

+ 2  L  ℎ>@ >? −  + 1@M >? −  + 1@ = 0
; B;

となる．これを次のように書き換える．
A

C

 N ℎ>O@ >? + 1 − O@Q >? + 1 − R@

; P;

(4.12)

A

=  7>?@>? + 1 − R@
;

(i=1,…,M)

上の式を h[j] についてまとめると，次のように連立一次方程式として表すことがで
きる．

>@FℎG = FSG

ここに

(4.13)

A

P =  >? + 1 − R@ >? + 1 − O@
;

(i, j = 1,…,M)
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ℎ = ℎ>R@
A

S =  7>?@>? + 1 − R@
;

FIR 係数の列ベクトル {h} は，次のように求めることができる．
FℎG = >@T FSG

(4.14)

このように求められた FIR 係数 h[n] を用いることで，式(4.8)からに任意の入力
x[n] に対する出力 y[n] を予測することができる．

自動車の前面衝突に FIR を適用する場合，システムへの入力 x[n] を客室減速度，
予想される出力 y[n] を乗員減速度（ここでは乗員の胸部減速度）とすると，FIR 関数
は拘束装置の特性に依存した伝達関数となる．一方，式(2.4)より，客室減速度は各部
材の寄与度の総和で表されるので，乗員減速度に対する部材 i の寄与度は，次式とな
る．

C

7 >?@ =  ℎ>@  >? − @

(4.15)

B;

ここで部材 i ごとに，∑  >?@ = >?@, ∑ 7 >?@ = 7>?@ である．
方 法
前節で実施した後席乗員ダミーを搭載した，フルラップ前面衝突シミュレーション
から得られた客室減速度波形および乗員減速度波形（Fig. 4.5）を，それぞれシステム
の入力 x(t) および出力 y(t)として，FIR 関数 h[m]を求める．
次に，Fig. 4.6 に示した客室減速度に対する部材 i の寄与度 Ai を，式(4.15)の x[n−m]
に代入して，乗員減速度に対する部材 i の寄与度を求める．

結 果
後席乗員ダミーを搭載した前面衝突シミュレーションの結果を用いて，導出した
FIR 関数を Fig. 4.14 に示す．ここでは，時刻 0～100 ms までの入出力波形を 1 ms 間隔
で分割し，n=100, m=70 として FIR 関数を求めた．得られた FIR 関数は，このモデル
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の後席における拘束装置の特性に依存した伝達関数であり，インパルス応答に対応し
ている．
導出した FIR 関数に対して，客室減速度に対する各部材の寄与度（Fig. 4.6）を入力
すると，後席乗員の減速度に対する部材寄与度が出力として得られる（Fig. 4.15）
．グ
ラフの横軸は時間とし，SAE CFC 60Hz のローパスフィルターにより高周波ノイズを
除去している．
各部材の寄与度の和は，ダミー胸部の加速度計で計測された減速度と概ね一致して
おり，エネルギー微分法と FIR 関数を組み合わせることで，乗員減速度に対する部材
寄与度を求められることを示している．
本シミュレーションでは，55 ms で後席乗員の減速度が最大となるが，この減速度
のピークには，クラッシュボックス，バンパービームおよび客室が寄与していること
がわかる．特にクラッシュボックスの寄与度が高い．一方で，客室減速度に対しては
クラッシュボックスに次いで高い寄与度を示していたフロントサイドメンバーは，後
席乗員の減速度のピークにはほとんど寄与しない．
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Fig. 4.14

FIR function for the rear passenger dummy
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Fig. 4.15 Contribution of structural components to the chest deceleration of rear
passenger dummy in full-width impact simulation predicted by FIR

前席乗員減速度に対する部材寄与度の計算
方 法
前節では，後席に乗員ダミーを搭載した前面衝突シミュレーション結果から，FIR
関数を求め，エネルギー微分法で求めた部材寄与度と組み合わせることで，後席乗員
の減速度に対する，部材寄与度を求める方法について検討した．しかしながら，FIR
関数は，任意の入力 x(t) と出力 y(t) から得られることを考えると，必ずしも乗員を車
両に搭載したシミュレーション結果から求める必要はない．
本節では，前面衝突シミュレーションに用いた小型乗用車と，同一車種であるトヨ
タ・ベルタのフルラップ前面衝突試験（JNCAP 55 km/h）における，客室減速度と運
転席乗員の減速度（Fig. 4.16）を用いて，この車種の運転席における FIR 関数 h(m)を
求める．求めた FIR 関数に対し，システムの入力波形として乗員ダミー非搭載のフル
ラップ前面衝突シミュレーション結果（Fig. 3.11）を適用することで，運転席乗員の
減速度に対する部材寄与度を求める．
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結 果
JNCAP の試験結果を用いて導出した FIR 関数を Fig. 4.17 に示す．ここでは，時刻
0～200 ms までの入出力波形を 1 ms 間隔で分割し，n=200, m=140 として FIR 関数を
求める．得られた FIR 関数は，この車種の運転席における拘束装置の特性に依存した
伝達関数であり，インパルス応答に対応している．
前面衝突シミュレーションにおける客室減速度（Fig. 3.11）と，JNCAP 試験結果か
ら得られたこの車種の FIR 関数 h(m)を用いて，この客室減速度のときに予測される運
転席乗員の減速度波形を得る．同じくエネルギー微分法で求めた客室減速度に対する
部材 i の寄与度 Ai と，FIR 関数 h(m)を用いて，乗員減速度に対する部材 i の寄与度を
予測する．部材 i の寄与度の予測値と，乗員減速度の予測値を合わせて Fig. 4.18 に示
す．各部材の寄与度の合計と，乗員減速度の波形はよく一致している．図より，運転
席乗員の減速度のピーク値には客室変形が大きく寄与していることがわかる．
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Fig. 4.18 Contribution of structural components to the chest deceleration of driver
dummy in full-width impact simulation predicted by FIR
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考 察
本章では，エネルギー微分法により乗員減速度に対する，自動車部材の寄与度を求
める方法について検討した．
後席乗員ダミーを搭載したフルラップ前面衝突シミュレーション結果に，直接，エ
ネルギー微分法を適用した場合，乗員ダミーの質量が小さいため，乗員の運動エネル
ギーの時間変化に対して，各部材の力学的エネルギーの値が大きくなる傾向があり，
乗員減速度を直接，求めることは難しいことがわかった．
そこで，有限インパルス応答の考え方を適用することで，乗員減速度に対する車両
部材の寄与度を求める方法について検討した．乗員ダミーを搭載した衝突シミュレー
ションから得られる客室減速度波形と乗員減速度波形を，システムの入力と出力とし
て用いることで，当該モデルの拘束装置の特性に依存した FIR 関数が得られる．この
FIR 関数に対し，エネルギー微分法から得られた各部材の寄与度を入力として与える
ことで，乗員減速度に対する各部材の部材の寄与度を得ることができた．
また FIR 関数は，任意の入力と出力が既知であれば求められる点に着目し，シミュ
レーションで用いた小型乗用車と同一車種のフルラップ前面衝突実験における，客室
減速度と運転席乗員減速度を用いて，この車種の運転席の拘束装置の特性に依存した
FIR 関数を求めた．これに対してシミュレーションで得られ客室減速度に対する部材
寄与度を入力することで，運転席乗員の減速度に対する部材寄与度を予測できること
を示した．これは，同一車種の実験結果等により，客室減速度と乗員減速度の関係が
既知であれば，乗員ダミー非搭載の衝突シミュレーション結果からでも，任意の部材
が乗員減速度に与える寄与度を容易に求められることを意味しており，従来にない
CAE の活用事例といえる．

結 言
エネルギー微分法を用いて，乗員減速度に対する部材寄与度を求める方法について
検討し，つぎの結果が得られた．
(1) 車両に対して乗員ダミーの質量が小さいため，衝突シミュレーションの結果に，
直接，エネルギー微分法を適用しても，乗員減速度に対する部材寄与度を求め
ることは難しい．
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(2) 既知の客室減速度と乗員減速度から FIR 関数を求め，これに客室減速度に対す
る部材寄与度を入力として与えることで，乗員減速度に対する部材寄与度を得
ることができる．
(3) 同一車種の衝突試験（客室減速度と乗員減速度）から FIR 関数を求めることが
できれば，乗員ダミーを搭載した衝突シミュレーションを行わなくても，乗員
減速度に対する部材寄与度を求めることができることを示した．
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第5章
章

歩行者頭部打撃シミュレーション

警察庁の事故統計[2]によると，2008 年以降，交通事故死者数の第一位は歩行者とな
っており，全交通事故死者数に占める割合は，年次により変動はあるものの 33%～
37%で推移している．Fig. 5.1 に，歩行中の死者の受傷部位の割合を示す．これによる
と頭部が 54%と半数以上を占めており，歩行者保護において頭部の傷害リスクを軽減
することは最も重要な課題といえる．
国内や欧州の法規，JNCAP および Euro-NCAP では，歩行者頭部保護性能を評価す
るための，頭部インパクターを用いた打撃試験が採用されている．試験条件は，適用
される法規やアセスメントで異なるものの，いずれも歩行者の頭部を模擬したヘッド
フォームインパクターを車体に打撃し，インパクターで計測される頭部傷害値（HIC :
Head Injury Criterion）により評価される．HIC は次式で表される．
=Y
1
HIC = H −   X
< *[
 −  =Z

.]

I

(5.1)

B^'

ここに a(t)はヘッドフォームインパクターの重心で計測した合成加速度（重力加速
度 G の単位）であり，t1 および t2 は HIC が最大となる時間を取る．持続時間（t2 − t1）
の最大値を 15 ms として求めた HIC は，頭蓋骨骨折との相関が高いことが示されてお
り[98]，
歩行者頭部保護性能の評価にも 15 ms が採用されている．
式(5.1)に示すとおり，
HIC はインパクターに加わる加速度（この場合は減速度と同義）に依存するため，衝
突時のヘッドフォームインパクターの運動エネルギーを，車体部材で効率よく吸収し，
減速度波形をコントロールするとともに HIC を低減することが求められる．
Wu ら[99]は，HIC を最小化するために最適なインパクターの減速度波形を求め，衝
突後 2 ms でピークとなり，その後，緩やかに加速度が減少する三角形波形が最適で
あることを示した．Yoshida ら[100]は，歩行者頭部保護性能と市場性（パネル剛性や NV
性能）を両立する構造について提案した．ボンネットフードについてはインナーパネ
ルの縦壁部をできるだけ平坦にして，頭部打撃方向の荷重を低減することを推奨して
いる．西田ら[101]はウィンドシールド下端打撃のパラメータスタディにより，カウル
パネルの衝撃位置と曲げ起点の関係を明確にし，HIC を 50%低減する構造を提案した．
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井口ら[102]は，歩行者頭部打撃の有限要素シミュレーションにより，ボンネットフー
ドの変形抵抗と慣性抵抗について調査し，ボンネットフードの剛性と曲率が慣性抵抗
に影響を与えることを示した．
歩行者頭部打撃試験において，ヘッドフォームインパクターの減速度は，ボンネッ
トフードの変形抵抗と慣性抵抗により発生するが，これらの寄与度について述べた論
文は見られない．本章では，エネルギー微分法を歩行者頭部打撃シミュレーションに
適用することで，ヘッドフォームインパクターの減速度に対するボンネットフードの
寄与度を，変形抵抗によるものと慣性抵抗によるものに分けて評価する．
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Distributions of body regions of pedestrian fatalities in 2017, Japan [2]

頭部インパクター減
頭部インパクター減速度に対する部材寄与度の計算
インパクター減速度に対する部材寄与度の計算
有限要素モデル
本研究で用いる歩行者頭部打撃シミュレーションモデルを Fig. 5.2 に示す．車両モ
デルには，前章の前面衝突シミュレーションに用いた小型乗用車の有限要素モデルを
用いる．A ピラーおよびフロアを含む全体座標系の X 軸に垂直な面でモデルを切断
し，切断面の節点を全自由度拘束する．車体以外の部品（パワートレインや足回り部
品）は本シミュレーションには不要であるため削除する．
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ヘッドフォームインパクターは，研究室にて作成した有限要素モデルを用いた[103]．
Fig. 5.3 に示すとおり，ソリッド要素でモデル化された軟組織（非線形弾性体）とアル
ミニウム（剛体）の 2 層構造からなり，軟組織材料には OGDEN RUBBER モデル[104]
（Fig. 5.4）を採用した．ヘッドフォームインパクターの質量は 4.5 kg であり，重心ま
わりの慣性モーメントは 9.0109 kgm2 である．ヘッドフォームインパクターには，重
心 G を原点，打撃方向を x とする局所座標系 G-xyz を設定し，重心位置には加速度計
を設置する．
上記車両モデルのボンネットフードに対して，ヘッドフォームインパクターを打撃
する．打撃位置は Fig. 5.5 に示すとおり，中央部（ケース 1）
，前部（ケース 2）およ
び後部（ケース 3）の 3 点とする．打撃速度および路面に対する打撃角度は，自動車
アセスメント（JNCAP）の試験条件に合わせて，それぞれ 40 km/h，65とする．全体
座標系の-Z 方向に重力加速度 9.8 m/s2 を設定する．ヘッドフォームインパクターの表
面とボンネットフードアウターの接触面における摩擦係数は，ヘッドフォームインパ
クターの挙動に影響するが，0.5 以上であれば減速度や回転挙動に大きな差は見られ
ないと報告されている[105]．本研究では実験結果との相関を考慮して摩擦係数を 0.67
とする．
モデルを Fig. 5.6 に示す 6 つの部材に分類し，シミュレーション結果に 2 次元のエ
ネルギー微分法の式(2.17)を適用することで，ヘッドフォームインパクターの減速度
に対する部材の寄与度を求める．
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Fig. 5.4 Material property of rubber in the headform impactor

Case 1
Fig. 5.5

Case 2

Case 3

Impact points for the headform impact simulation

Hood outer
Hood hinge

Hood inner

Cowl panel

Others

Radiator support

Fig. 5.6 Car components for pedestrian headform impact simulation.
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計算結果

ケース１
フード中央部に対しヘッドフォームインパクターを打撃したシミュレーション結
果より，ヘッドフォームインパクターおよびボンネットフードの挙動を Fig. 5.7 に示
す．また，ヘッドフォームインパクター減速度に対する部材の寄与度を，加速度計で
計測したヘッドフォームインパクターの減速度と合わせて Fig. 5.8 に示す．グラフの
横軸は，
加速度計で計測した局所座標系 x 方向の速度を積分した変位とする．
SAE CFC
180Hz のローパスフィルターにより高周波ノイズを取り除いている．
インパクターがボンネットフードに接触するとすぐに，フードアウターの寄与度が
高くなり，その後，フードインナーの寄与度が高くなる．変位 19 mm（1.8 ms）でヘ
ッドフォームインパクターの減速度は最大となるが，このうちフードアウターとフー
ドインナーの寄与度はそれぞれ 63%, 30%である．変位 80 mm～100 mm（10 ms～14
ms）にかけてフードアウターは負の寄与度を示し，カウルパネルが正の寄与度を示す
が，Fig. 5.7 よりこの時，変形したボンネットフードがカウルパネルを押し込む様子が
うかがえる．ヘッドフォームインパクター自体の変形に関しては，変位 25 mm まで
はヘッドフォームの軟組織が圧縮変形してエネルギーを吸収するために正の寄与を
示すが，変位 25～40 mm の間は変形が復元することで負の寄与を示す．回転挙動の寄
与度は小さい．横方向への並進挙動については，100 mm 以降，負の寄与を示す．
フードアウターとインナーの寄与度を，変形抵抗によるものと慣性抵抗によるもの
に分けて示す（Fig. 5.9）
．この結果，変位 19 mm におけるフードアウターのピークの
うち，73%は慣性抵抗によるものであり，変位 36 mm におけるフードインナーのピー
クのうち 60%が変形抵抗によるものであることがわかる．

ケース 2
フード前部に対しヘッドフォームインパクターを打撃したシミュレーション結果
より，挙動を Fig. 5.10 に，ヘッドフォームインパクター減速度に対する部材の寄与度
を Fig. 5.11 に示す．変位 35 mm（3.3 ms）までにフードアウターが変形し，フードア
ウターとフードインナーの間の空間がなくなると，ヘッドフォームインパクターの減
速度が急激に上昇する．Fig. 5.11 より，変位 50 mm における減速度のピークは，ラジ
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エーターサポートによるものであることがわかる．さらにラジエーターサポートの寄
与度を変形抵抗によるものと慣性抵抗によるものに分けて示す（Fig. 5.12）
．ここから，
変位 50 mm におけるラジエーターサポートの寄与度のうち，約 1/2 が変形抵抗による
ものであり，残りの 1/2 が慣性抵抗によるものであることがわかる．変位 60 mm 以降
は，変形抵抗による寄与度が支配的となる．

ケース 3
フード後部に対しヘッドフォームインパクターを打撃したシミュレーション結果
より，挙動を Fig. 5.13 に，ヘッドフォームインパクター減速度に対する部材の寄与度
を Fig. 5.14 に示す．フードアウター，フードインナーの順に寄与度が大きくなり，初
期のピーク減速度が発生するのは前述の 2 ケースと同様であるが，40～100mm (4～12
ms)にかけて，カウルパネルの寄与度が大きくなる．また，このケースでは，最大変形
の手前でインパクターが大きく回転するため，横方向への並進および回転の寄与度が
大きな値（負の寄与度）を示す．
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Behavior of the headform impactor and bonnet hood in Case 1.
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The contribution of hood components and headform motion to the headform
deceleration in Case 1
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The contribution of hood inertia and structural force to the headform deceleration
in Case 1
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Behavior of the headform impactor and bonnet hood in Case 2.
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The contribution of hood components and headform motion to the headform
deceleration in Case 2

87

0 ms

5 ms

10 ms

15 ms

20 ms

Fig. 5.13

Behavior of the headform impactor and bonnet hood in Case 3.
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The contribution of hood components and headform motion to the headform
deceleration in Case 3

考 察
歩行者打撃シミュレーションに 2 次元のエネルギー微分法を適用し，ヘッドフォー
ムインパクターの減速度に対する部材の寄与度と，ヘッドフォームインパクターの回
転挙動および横方向への並進挙動の寄与を求めた．これら寄与度の合計は，ヘッドフ
ォームインパクターの減速度と概ね一致しており，歩行者頭部打撃シミュレーショに
おいても，エネルギー微分法の妥当性が示された．
ケース 1 の減速度波形は，衝突後 1.8 ms で最大値となったあと，緩やかに減速度が
低下していく．これは Wu ら[99]が提案した，HIC を最小するために最適な減速度波形
のコンセプトと一致する．この減速度波形において，減速度の最大値に対してはフー
ドアウターの慣性抵抗の寄与度が大きく，減速度が緩やかに低下していく領域ではフ
ードインナーの変形抵抗の寄与度が高いことが，エネルギー微分法により明らかにな
った．ボンネットフードのような平坦な板構造物の場合，断面力による評価はとくに
難しい．また慣性抵抗の寄与度を切り分けて考えることが重要であるため，歩行者頭
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部打撃シミュレーションの分析に，エネルギー微分法は有効なツールであると言える．
ケース 2 は，ラジエーターサポートのような剛性の高い構造部材に対してインパク
ターが衝突して，インパクターに大きな減速度が発生する事例であるが，ラジエータ
ーサポートの変形抵抗と慣性抵抗が同程度に作用して，インパクターに減速度を与え
ていることがエネルギー微分法により明らかになった．
ケース 3 では，インパクターの回転挙動が顕著であるが，変位 130 mm 以降，横方
向への並進挙動の寄与度を考慮することで，最大変形の直前における寄与度の合計と
減速度の波形がよく一致した．ヘッドフォームインパクターのように進行方向に対し
て，横方向への挙動や回転挙動が顕著である場合には，2 次元のエネルギー微分法を
適用することが望ましいといえる．
ケース 1 およびケース 3 では，カウルパネルの寄与度が高くなる傾向が見られた
が，これは変形したボンネットフードの後端がカウルパネルに接触することで発生す
る．なお，本研究で用いた小型車の有限要素モデルは，車両衝突シミュレーション用
に開発されたものであり，歩行者頭部打撃の際にエネルギー吸収部材として機能する
カウルパネル上の樹脂ガーニッシュがモデル化されていない．したがって，カウルパ
ネルが変形するタイミングは実車とは異なる可能性があることを補足しておく．

結 言
(1) 歩行者頭部打撃シミュレーションに 2 次元のエネルギー微分法を適用し，ヘッ
ドフォームインパクターの減速度に対する部材の寄与度を求めた．
(2) エネルギー微分法により，フードアウターおよびフードインナーの寄与度を変
形抵抗によるものと，慣性抵抗によるものに分けて評価できることを示した．
(3) ヘッドフォームインパクターの減速度の最大値（ピーク値）には，フードアウ
ターの慣性抵抗の寄与度が大きいことがわかった．
(4) ヘッドフォームインパクターの減速度のピーク以降については，フードインナ
ーの変形抵抗による寄与度が大きいことがわかった．
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第6章
章 結 論

交通事故による死者数を低減するためには，自動車車両の乗員保護性能および歩行
者保護性能の向上が不可欠である．本研究では，衝突シミュレーション結果を用いて，
乗員傷害リスクと相関のある客室減速度に対する部材の寄与度を求める方法（エネル
ギー微分法）を提案し，その有効性を確認した．また歩行者頭部打撃シミュレーショ
ンに対しても，エネルギー微分法を適用可能であることを示した．各章で得られた結
論を以下にまとめる．

第2章
前面衝突時の力学的エネルギー保存則の微分から，客室の減速度に対する任意の部
材の寄与度を求める式を導出し，エネルギー微分法と定義した．また，歩行者頭部打
撃試験のような回転挙動が顕著なケースに適用するために，エネルギー微分法の式を
1 次元から 2 次元に拡張した．
前面衝突時の客室と車両前部のエネルギー吸収構造を簡易的に模擬した，中空角管
の圧潰シミュレーションを実施し，エネルギー微分法の妥当性を確認した．さらに簡
易モデルのシミュレーションから，従来の断面力を用いた分析方法に対する優位性を
示した．

第3章
小型乗用車の有限要素モデルを用いて前面衝突シミュレーションを実施し，エネル
ギー微分法を適用することで，客室減速度に対する各部材の寄与度を求めた．フルラ
ップ前面衝突では，クラッシュボックスやフロントサイドメンバーのほか，パワート
レイン等の重量物の慣性力による寄与度についても，定量的かつ容易に求められるこ
とを示した．オフセット前面衝突シミュレーションおよび車対車衝突シミュレーショ
ンでは，客室減速度に対するハニカムバリアや相手車両の寄与度を求めた．
いずれのケースにおいても，客室変位が最大になるまでの現象において，客室の運
動は概ね 1 次元の運動と見なせるため，ここでは 2 章で求めた 1 次元のエネルギー微
分法を適用したが，各部材の寄与度の合計は，客室減速度とおおむね一致しており，
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エネルギー微分法は，前面衝突における客室減速度に対する各部材の寄与度を求める
上で有用な方法であることがわかった．

第4章
前章では客室の減速度に対する部材の寄与度をエネルギー部分法により求めたの
に対し，本章では乗員の減速度に対する，自動車の構成部材の寄与度を，エネルギー
微分法により求めた．しかし，乗員の質量が車両の質量に対し小さいため，エネルギ
ー微分法で直接，乗員減速度に対する部材の寄与度を求めることは難しことがわかっ
た．そこで，拘束装置の特性が線形で近似できる点に着目し，エネルギー微分法と有
限インパルス応答を組み合わせることで，乗員減速度に対する部材の寄与度を求める
方法を提案した．本手法を用いることで，自動車の構成部材が客室の減速度だけでな
く，乗員の減速度に対してどのように寄与するかを直接求められるようになる．

第5章
前面衝突シミュレーションでは，1 次元のエネルギー微分法の有用性を確認した．
本章では 2 次元に拡張したエネルギー微分法の効果を確認するため，回転挙動が顕著
な歩行者頭部打撃シミュレーションを実施し，ヘッドフォームインパクターの減速度
に対する，部材寄与度を定量的に求めた．とくにヘッドフォームインパクターの減速
度にはボンネットフードの慣性抵抗の影響が大きいため，ボンネットフードの寄与度
については，変形抵抗と慣性抵抗による寄与を分けて求めた．これにより本手法は，
従来の断面力を用いた方法では評価が難しかった，慣性抵抗による寄与度についても
定量的に求められることを示した．これにより剛性と質量がそれぞれヘッドフォーム
インパクターの減速度にどのように寄与しているかがわかり，ボンネットフードを設
計する上で有用な指針を示すことができる．

以上より本研究は，衝突時の減速度に対する部材寄与度を求める新しい方法（エネ
ルギー微分法）を提案した．自動車開発における本手法の適用方法を Fig. 6.1 に示す．
力学的エネルギー保存則に基づき導出されたエネルギー微分法に，有限要素シミュレ
ーションで得られる各部材の力学的エネルギーを代入することで，減速度に対する各
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部材の寄与度を求めることができる．減速度に対する部材の寄与度を求めることは，
複雑な減速度波形の発生要因を特定し，減速度波形の理解を促進する上で重要である．
減速度に対し寄与度の高い部材を優先的に対策することで，減速特性の最適化検討
や，車両構造設計を効率的に行えるようになると期待される．また，衝突試験と CAE
の減速度波形に乖離が見られる場合，乖離している箇所に寄与している部材が特定で
きれば，CAE モデルの精度向上に役立つと考えられる．
エネルギー微分法では，個々の部材の変形抵抗と慣性抵抗の寄与度を定量的に求め
ることができるため，例えば近年注目されているモデルベース開発（MBD）で必要な
バネ質量系で物理モデルを構築する際に，個々の部材に物理的に裏付けられた特性を
与え，システムの同定をすることが可能となる．
エネルギー微分法は，有限要素法による衝突シミュレーション結果に対して適用す
ることを前提に開発されたものであり，非常にシンプルな式で表される点で，自動車
開発者（特に CAE 技術者）にとって扱いやすい方法といえる．また，従来の断面力
を用いた方法では得られなかった，慣性力の影響についても評価できる点は，エネル
ギー微分法の優位性の一つである．
本研究では，1 次元および 2 次元のエネルギー微分法について検討した．前面衝突
または歩行者頭部打撃では，衝突開始から最大変位までの運動は概ね 1 次元または 2
次元で表されることから，本研究では 3 次元への拡張は対象外とした．ただし，式
(2.17)は，容易に 3 次元に拡張できるため，軽量かつ高重心な車両のように衝突時の
ピッチング挙動（Y 軸周りの回転）が大きくなる場合や，A ピラーなど車両のコーナ
ー部に対する頭部打撃試験など，3 次元の問題に対してもエネルギー微分法は適用で
きる．

最後にエネルギー微分法の課題について述べる．本研究では，エネルギー微分法に
より減速度に対する各部材の寄与度を求めた．各部材の寄与度の合計が減速度波形と
概ね一致していることから，得られた結果は各部材の寄与度を定量的に表していると
考えられるが，その妥当性を確認するためには，寄与度の高い部品の剛性や質量を変
化させてパラメータスタディを行うなど，さらなる検証が必要である．
本研究では，固定壁に対する前面衝突，質量が同じ車両同士の衝突，および歩行者
頭部打撃シミュレーションに対してエネルギー微分法を適用した．しかしながら，質
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量が異なる車両同士の衝突や，停止車両に対する側面衝突，後面衝突など，衝突する
2 つの物体の系の重心が移動するケースに対しては，現時点でエネルギー微分法を適
用することができない．今後，エネルギー微分法の適用可能範囲を拡大し，実用的な
ツールとして広く自動車開発に活用していくためには，エネルギー微分法の式を系の
重心座標系に変換するなど，さらなる改良が必要である．
エネルギー微分法は，変形抵抗だけでなく慣性抵抗の寄与度も表すことができる手
法であるため，さらなる車両の軽量化に向けて，衝突時の減速度をどのように抑えて
いくかべきか検討する際に，本手法が適用できると考えられる．

力学的エネルギー保存則

エネルギー微分法

有限要素解析
・力学的エネルギー
・速度

減速度に対する部材寄与度

減速度発生要因の特定
減速度波形の理解
車両開発
・減速特性の最適化検討
・CAE モデルの精度検証
・設計の効率化

Fig. 6.1

・ばね質量系の構築，同定
（モデルベース開発）
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