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１．は　じ　め　に

　自動車技術会主催 2007 年春季大会は，５月 23 日（水）～
25 日（金）の日程でパシフィコ横浜を会場として開催された。
春季大会は，学術講演会と自動車技術展：人とくるまのテク
ノロジー展とから構成されている。
　日本アルミニウム協会・自動車アルミ化委員会は，最新の
自動車技術や部品が展示される『人とくるまのテクノロジー
展 2007』と，それに平行して開催される『材料フォーラム
～環境調和型社会に挑む～』に参加し，自動車のアルミ化に
関連した最新の技術動向を調査した。
　自動車技術会は本年創立 60 年を迎え，大会開催期間中に
記念式典や記念特別講演などが開催された。
　その概要を報告する。

２．人とくるまのテクノロジー展 2007

　第 16 回目の開催となった自動車技術展『人とくるまのテ
クノロジー展 2007』には 388社 *1（昨年 353社）の出展があり，
また入場者数は 65,386 人（昨年 57,671 人）と何れも昨年を
大幅に上回っていた。
　*1） 自動車：15 社，部品：110 社，材料：50 社，　　　　　

試験計測機器：128 社，カーエレクトロニクス：13 社，
情報・ソフト：30 社，その他：42 社

2.1　概要
　1997 年に CO2 などの温室効果ガス削減量を採択した京都
議定書が締結され，日本は 2010 年度の温室効果ガス排出量
を 1990 年比 6%削減が義務付けられている。
　また資源枯渇問題もクローズアップされ，運輸部門，特に
自動車は CO2 の排出と深く関わっていることから，これら
問題に対して長きに渡りその対策に取り組んでいる。対応技
術として，排出ガスの抑制，燃費性能の向上，代替燃料やエ
ネルギーの開発，リサイクル性の向上などが上げられる。
　更に，交通安全についても社会全体の重要課題として捕ら

えられており，事故回避のための予防安全装備の充実や傷害
軽減に寄与するための車両安全装備の開発・普及が進んでい
る。
　これら安全装備の装着により，車両重量は増加傾向にあり，
それに伴い燃費性能の悪化が懸念される。
　このように「環境問題と交通安全への取組み」のためには，
車体の軽量化は有効な手段の一つであり，アルミニウムや樹
脂などスチールに変わる材料の使用率が増加している。

2.2　展示概況
　前述の通り，環境面，安全面に配慮した車両や部品の展示
が増加していた。
　環境面に対しては，燃料電池車やハイブリッド車，及び同
車両に装着されるエンジンやバッテリーなどが展示された。
　安全面では，歩行者保護関連部品，プリクラッシュセーフ
ティシステムなどが展示された。
　また，自動車技術会創立 60 周年記念の展示として，「くる
まの技術，この 10 年」と題して，過去 10 年間における自動
車技術の変遷がわかる展示及び「社会の変化」や「自動車業
界や技術の変化」からの解説がなされていた。
　屋外では，「最新 くるまの運転教室」として，安全を重視
した最新技術とその適正な運転方法，危険回避のための実践
的な運転操作の見学，体験コーナーが設けられた。
　実車展示の様子を写真１～４に示す。

写真１　燃料電池車FCXコンセプト
（本田技研）

（社）日本アルミニウム協会
自動車アルミ化委員会

委員会活動報告

自動車技術展
『人とくるまのテクノロジー展2007』
および材料フォーラム報告
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2.3　アルミ部品
　環境問題や交通安全への取組みの一つとして，車体の軽量
化が求められ，アルミニウムの使用が増加している。
　本年もサスペンション部品やエンジン関連部品，熱交換器，

鋳物・ダイカスト部品などの展示があったが，例年と比較し
てその数は減少していた。
　アルミニウム関連部品の出展内容を表１及び写真５～ 30
に示す。

写真２　次世代電気自動車 MIEV
（三菱自動車）

写真４　持ち上がりフード（本田技研）写真３　実用ミニEV（R1e）（富士重工業）

写真№ 部位 サンプル名 材料・技術 特徴 展示会社
5 フロントエンド フロントエンドモジュール モジュール化 軽量化，各種性能向上 カルソニックカンセイ
6 シート シートベルトスピンドリル SILAFONT36 軽量化 Dubai Aluminium
7 サスペンション サンペンションアーム 異形連続鋳造＋鍛造 軽量化，高強度化 日本軽金属
8 サスペンション リアラジアスロッド 押出材＋摩擦圧接 軽量化，継手効率向上 日本軽金属
9 サスペンション リンクボール ダイカスト 軽量化，高性能化 THK
10 サスペンション サブフレーム ダイカスト 軽量化 Dubai Aluminium

11 エンジン関連 i-CTDi ディーゼルエンジ
ン

レオキャスト（シリンダブ
ロック）

砂中子使用のクローズドデッキタ
イプ ホンダ

12 エンジン関連 水平対向ターボディーゼル
エンジン ダイカスト 置中子使用のセミクローズドデッ

キタイプ 富士重工業

13 エンジン関連 メカニカルタペット 軽量化 大同特殊鋼
14 エンジン関連 バルブスプリングリテーナ 軽量化 大同特殊鋼
15 エンジン関連 オイルポンプカバー 超高速射出ダイカスト 軽量化，鋳巣レス化 アイシン高丘
16 エンジン関連 ピストン 鍛造，鋳造 軽量化，高性能化 MAHLE

17 熱交換器 一体型コンデンサ・ラジエ
タ ロウ付け一体成形 軽量化，リサイクル性向上，設計

自由度大 カルソニックカンセイ

18 熱交換器 オイルクーラ 軽量化 MAHLE

19 熱交換器 トランスミッションオイル
クーラ オール・アルミロウ付け 耐摩耗性向上，耐疲労性向上 DANA

20 ヒートインシュレータ コルゲートインサルカバー エンボス加工＋プレス成形 軽量化 , 防音，遮音 ニチアス
21 軸受け，継手 軸受け 鉛フリー 耐疲労性，耐摩耗性，耐食性向上 大豊工業
22 軸受け，継手 ブッシュ 鉛フリー 耐磨耗，耐焼付性，耐疲労性向上 大豊工業
23 バッテリー バッテリーモジュール プレス成形 軽量化 日産自動車
24 バッテリー 冷却ケース 押出材，ダイカスト 軽量化 豊田自動織機
25 バッテリー 導体 軽量化，高性能化 日立電線
26 バッテリー DBA基盤 高性能，信頼性向上 三菱マテリアル
27 ホイール ホイール FSW 軽量化 TWI
28 ホイール 騒音低減ホイール YAGレーザ溶接 軽量化，騒音低減 旭テック
29 シャシ 二輪車体フレーム ダイカスト，金型重力鋳造 軽量化 Dubai Aluminium
30 ホイール 二輪リアホイールハブ 軽量化，高性能化 Dubai Aluminium

表１　アルミニウム関連部品の出展内容
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写真５　フロントエンド
（カルソニックカンセイ）

写真７　サスペンションアーム（日軽金）写真６　シートベルトスピンドリル
（Dubai Aluminium）

写真８　リア・ラジアスロッド（日軽金） 写真 10　サブフレーム
（Dubai Aluminium）

写真９　リンクボール（THK）

写真 11　i-CTDi エンジン（ホンダ） 写真 13　メカニカルタペット
（大同特殊鋼）

写真 12　水平対向ディーゼルエンジン
（富士重工業）

写真 14　バルブスプリングリテーナ
（大同特殊鋼）

写真 16　ピストン（MAHLE）写真 15　オイルポンプカバー
（アイシン高丘）
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写真 17　一体型コンデンサ・ラジエタ
（カルソニックカンセイ）

写真 19　トランスミッションオイル
 クーラ（DANA）

写真 18　オイルクーラ（MAHLE）

写真 20　ヒートインシュレータ
（ニチアス）

写真 22　ブッシュ（大豊工業）写真 21　各種軸受（大豊工業）

写真 23　バッテリーモジュール
（日産自動車）

写真 25　導体（日立電線）写真 24　冷却ケース（豊田自動織機）

写真 26　DBA基盤（三菱マテリアル） 写真 28　騒音低減ホイール（旭テック）写真 27　FSWホイール（TWI）
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2.4　各種競合材関連部品
　自動車材料の中で，アルミニウムの競合材として上げられ
るものは，アルミニウムの約 2/3 の密度であり軽量効果の高
いマグネシウム，アルミニウムの約 6倍の硬度を持つチタン，
そして最大のライバルである高強度ハイテン材，更には軽量
かつ形状の自由度が大きい樹脂である。

　本年も昨年同様シートフレームや各種ピラー，コンロッド
などが展示された。
　競合材関連部品の出展内容を，表２及び写真 31～ 39に
示す。

写真 30　二輪リアホイールハブ
（Dubai Aluminium）

写真 29　二輪車体フレーム
（Dubai Aluminium）

写真№ 部位 サンプル名 材料・技術 特徴 展示会社
31 シャシ Aピラー スチール，ダイクエンチ 軽量化，部品点数削減 アイシン高丘
32 シャシ インパネアンダーカバー バイオマテリアル リサイクル性向上 マツダ
33 ボデー インナードアパネル マグネ，砂型低圧鋳造試作法 軽量化，一体化 旭テック
34 ボデー フェンダー 樹脂，ブラケットとの一体成形 軽量化，部品点数削減 三菱自動車
35 ボデー Bピラー スチール，熱間プレス 高強度化 ThyssenKrupp
36 シート シートフレーム マグネ，ダイカスト 軽量化，一体化 旭テック
37 エンジン関連 コンロッド チタン 軽量化，高性能化 大同特殊鋼
38 エンジン関連 吸気・排気バルブ チタン 軽量化，高性能化 大同特殊鋼
39 各種構造補強 構造充填材 ポリアミド＋エポキシ 塗装工程で充填＋密着，強度向上 エルアンドエルプロダクツ

写真 31　Ａピラー（アイシン高丘） 写真 33　インナードアパネル（旭テック）写真 32　インパネアンダーカバー
（マツダ）

表２　各種競合材関連部品
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３．材料フォーラム

　地球規模で環境問題が騒がれており，特に自動車はその問
題に大きく関わっている。そのため，排ガスの抑制や代替燃
料の開発など，新たな技術開発を継続しておこなっている。
　このような情勢の中，本年度は環境問題に注目したフォー
ラムが多く企画された。自動車アルミ化委員会は本年も『材
料フォーラム－環境調和型社会に挑む－（企画：材料部門委
員会）』に協力し，アルミ業界から２件の話題提供をおこな
った。

3.1　地球環境と自動車用材料
　　　：熊本 隆（日産自動車）
　CO2 排出量の削減は，さらに取り組みを加速させる必要
があり，材料開発においても LCAの考え方を導入し，原料
～製造の段階から CO2 削減の取り組みを進めるべきである。
材料を開発するにあたっては，性能，コストのみならずCO2
という観点を追加し，マネージメントしていくべきである。

3.2　 自動車パネル用鋼板に求められる性能と　　　　　　
ソリューション

　　　：細谷 佳弘（JFEスチール）
　近年，CAEを駆使した最適型設計，FEMによる薄鋼板の
成形解析と予測，液圧やサーボ機構を駆使した高精度成形技
術，TWB（テーラードウェルデッド・ブランク）に代表さ
れる結合素材のパネル部品への適用などが着実に進歩したこ
とで，内外板パネル部品においてもハイテン適用部位が拡大
している。今後，鋼板自体の特性向上に加えて作りこみ技術
による材質の安定化を図るとともに，先進的成形技術と複合
する事によって，鋼板の特性を最大限に引き出した軽量かつ
高剛性パネル部品の実用化が期待されている。

3.3　ハイドロフォーム技術の最新の進歩
　　　：富澤 淳，内田 光俊，黒川 宣幸（住友金属工業）
　　　　小嶋 正康，井上 三郎，菊地 文彦（住友鋼管）
　1997 年に大型のハイドロフォーム機を導入して，鋼管ハ
イドロフォームにおける加工技術及び実用化のための周辺加
工技術として部分フランジ成形技術，ハイドロピアシング技
術を開発してきた。また，ストレートな鋼管のみならず，テ

写真 34　樹脂フェンダー（三菱自動車） 写真 36　シートフレーム（旭テック）写真 35　Ｂピラー（ThyssenKrupp）

写真 37　コンロッド（大同特殊鋼） 写真 39　充填材
（エルアンドエルプロダクツ）

写真 38　吸気・排気バルブ（大同特殊鋼）
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ーパ管を素材とした成形方法や鋼板のハイドロフォーム技術
についても研究開発を進めている。

3.4　自動車用ステンレス鋼の開発動向
　　　：梶村 治彦（新日鐵住金ステンレス）
　ステンレス鋼の特性面からみた材料の適用について報告さ
れた。使用環境は多種多様であり，同じ部品でも設計により
必要性能は大きく変わる。最適材料を設定するためには自動
車メーカや部品メーカとの連携が必須である。

3.5　 ダイカスト材の溶接で発生するブローホールを抑制す
る溶接条件

　　　：柳原 恵美，菅野 靖，青山 俊三（アーレスティ）
　　　　仲原 啓二（ヨロズ）
　ダイカスト材の溶接時に，ダイカスト材中にある程度ガ
ス量が含有されていたとしても，ブローホールを発生させ
ない溶接条件の確立が必要とされている。0 cm3/100 gAl ～
10 cm3/100 gAl のガス含有量のダイカスト材を用いて展伸材
との重ねすみ肉継手形状での交流パルスMIG 溶接をおこな
い，溶接強度の信頼性を低下させないための条件について検
討した。

3.6　温間異周速圧延によるAl-Mg-Si 合金の集合組織制御
　　　：小松原 俊雄（古河スカイ）
　アルミ合金の成形性向上のため集合組織制御を試みた。成
形性良好な鋼板並みの集合組織を確保する手段として温間異
周速圧延機を製作した。
　温間異周速圧延をすることにより板厚全域に強いせん断集
合組織が形成され，再結晶熱処理後には深絞り成形性に好ま
しい板面｛111｝面の集合組織が形成された。温間異周速圧
延材では r値の向上とともに深絞り性の指標である限界絞り
比が向上した。

3.7　 自動車内装樹脂材料における特性と加工及び機能性付
与技術

　　　：田坂 道久（リケンテクノス）
　TPE（熱可塑性エラストマー）の種類と特徴，自動車内
装材ターゲットと要求特性，エンプラ系TPEの特性，TPE
の自動車内装用途の具体例について紹介された。

3.8　ガラス長繊維強化ポリアミドの開発動向
　　　：猿川 浩史，藤井修，山内圭（旭化成ケミカルズ）
　開発したガラス長繊維強化 PA（ポリアミド）の特徴，機
械的特性及びガラス繊維を長く残すための射出成形条件につ
いてと，検討中の長寿命長繊維強化 PA，高外観長繊維 PA
について紹介された。

3.9　自動車用ベース塗料における光輝材の高配向化技術
　　　：宮副 聖吾（日本ペイント）
　自動車中上塗り塗料に対するニーズは，工程短縮，環境負
荷低減，高意匠性付与である。工程短縮では高温焼き付けか
ら低温短時間乾燥への変更，環境負荷低減では塗料の水性化
が実用化に至っている。高意匠性付与については，塗料面か
ら塗料中の光輝材の開発により種々の意匠表現が可能になっ
ている。本報では，水性ベースに通常のアルミを使用した塗
装系において金属（メッキ）調シルバー意匠の発現を可能に
した，塗膜中での光輝材の高配向化技術について述べられた。

４．学術講演会

　本年度の学術講演会では，374（84 セッション）件の論文
が発表された。アルミ関連では，高真空ダイカストによる溶
接構造サブフレームの生産や足廻り部品用高強度アルミ鍛造
合金の開発，アルミ－鋼リベット継手の引張せん断強度評価
などの発表があった。
　以下に学術講演会論文内容の一例を紹介する。
<構造，信頼性，材料，CAEⅠ >
　74 アルミ－鋼リベット継手の引張せん断強度評価
　　　：森 孝男，土井 滋（富山県立大学及び同大学院）
　　　　加藤 亨（ポップリベット・ファスナー），
　　　　松岡 孝（日産自動車） 
　自動車車体の軽量化の一つの方法として，マルチマテリア
ル化があり，その接合方法としてセルフ－ピアッシングリベ
ット（SPR）接合の有効性が確認されている。これまでに同
タイプの有限要素解析をおこなってきたが，打鋲プロセスを
含まない引張せん断試験のみの解析であった。本研究では，
アルミ－鋼リベット継手に関して有限要素法解析をおこな
い，打鋲解析から引張せん断解析に至る解析方法を確立し，
実験で得られた引張－せん断試験で得られた荷重－変位関係
とよい一致を見ることを確認した ｡

<金属材料Ⅰ>
　100 足廻り部品用高強度アルミ鍛造合金の開発
　　　：早坂 敏明，壇 博貴（トヨタ自動車）
　　　　松田 眞一（住友軽金属工業）
　　　　藤田 浩一（ソミック石川），
　　　　藁科 永充（埼玉プレス鍛造）
　自動車走行時の CO2 排出量低減化技術として燃費向上が
あり，その手段の一つとして，車両軽量化による走行抵抗の
低減が挙げられる。そのため，車両運動性能向上（ばね下質
量低減）・燃費低減を目的として，足廻り部品のアルミ化に
よる軽量化が進んでいる。更なる軽量化には，材料の高強度
化が有効であるが，耐食性の確保が課題であった ｡本報告は，
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強度と耐食性を両立可能な，高強度アルミ鍛造合金を開発し，
新 LSのサスペンションアームへ適用した事例である。

98 トラック架装の材料選定について（第 2報）
　　　：竹下 敏保（日本トレクス）
　前稿では，トラックのボデー架装に使用される金属材料の
概要について報告された ｡
　今回は，限られた制約の中でボデーメーカが実施している
軽量化技術について，環境対策を含めた材質，重量およびコ
ストの関係を検証した結果が報告された ｡

<先端モノづくり>
　341 高真空ダイカストによる溶接構造サブフレームの生産
　　　：村上 衛，浅田 穣，竹田 敬（リョービ）
　ダイカストは生産性が高く成形性に優れる一方，ブローホ
ールをはじめとした種々の欠陥が生じやすいため，信頼性は
低い ｡しかし，その欠点を大幅に改善し，高品位な製品を生
産できる高真空ダイカスト技術を開発した ｡この技術を応用
し，溶接構造アルミ合金サブフレームを実用化した ｡本報告
では，その生産の概要が紹介された。

５．ま　と　め

　自動車社会は，環境問題や資源枯渇問題などの課題と常に
直面しており，燃費向上による排出ガス削減や代替燃料の開
発など，その対策に取り組んでいる。2015 年度より新燃費
基準が策定され，自動車メーカをはじめとする関係各社はこ
れまで以上に燃費改善への取組みが必要になる。
　一方で，自動車の安全性も重要課題である。事故時の傷害
軽減，被害拡大防止に寄与する衝突安全技術，事故を未然に
防ぐことや，危険を回避するための予防安全技術，そして不
可避の事故に予知して備えるプリクラッシュセーフティの
開発・普及が進んでいる。しかし，これらの安全技術は各種
安全装備の装着が必要なため車両重量を増加させる傾向にあ
る。
　安全装備を具備しつつ燃費を改善させるためには，軽量材
料への置換による車両軽量化技術は必須である。軽量材料の
一つとしてアルミニウムが車両に適用されているが，コスト，
成形性，異材接合（鉄とアルミニウムの接合）の課題があり，
その適用範囲は限定されている。それらの課題克服のために，
材料供給者としてアルミメーカは，アルミニウムの車両への
適用技術の開発に取り組んでいる。自動車アルミ化委員会で
も，アルミニウムの車両への適用拡大，車両軽量化による燃
費改善に貢献していきたいと考えている。


