こもり音予測のための 1DCAE 用ビームモデル
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Beam model to predict interior booming noise in concept design stage
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In concept design stage of automobile body, simple analysis model is required to predict basic dynamic characteristics of body and break down
target performance to subcomponent requirements. In this paper, two types of simple analysis models are introduced to predict interior booming
noise and determine the target natural frequency of automobile body and subcomponent requirements. One of the models is based on the modal
model made from detail FE model of previous automobile bodies, another one is beam-spring-mass model. In this paper, the detail of these
models is explained and prediction accuracy is discussed.
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1．緒 言

提案されているが[2]，本研究では，設計者同士の打ち合わせの

自動車のボディ開発では，V モデルと呼ばれる設計プロセ

場で利用することを想定し，操作が容易で計算負荷も小さい

スが採用されており，その流れは概念設計段階，詳細設計段

モードモデル，二次元車体モデルを構築する．本稿では各モ

階，検証段階に大別される．概念設計段階では，目標とする

デルの構築方法を説明し，その予測精度の検証を行った．

ボディ性能を決定し，そのボディ性能を達成するための構成
部品の性能を割り付ける．そして割り付けた部品性能を満足

2．モードモデルの構築とその予測精度の検証

する部品を詳細設計段階で設計し，検証段階で部品を組み合

本モードモデルは，音圧の絶対値を予測するのではなく，

わせ，ボディ性能を検証する．この設計プロセスの利点は，

ボディの固有振動数の変化とこもり音の変化の関係を予測す

詳細設計を部品毎に独立して行うことができるため設計効率

るモデルで，ボディの構造系モデルとキャビンの音響系モデ

が高い点にある．一方，検証段階でボディの目標性能が未達

ルを連成させたモデルである．構造系モデルは既に開発が終

成の場合，部品の詳細設計，あるいは部品の性能割り付けを

了している複数台の既存ボディの詳細有限要素モデルを元に

再検討する必要がある．このような設計の手戻り作業は，大

作成し，音響系モデルはキャビンの寸法，シート配置から二

幅な時間とコストを要する．そのため概念設計段階で，部品

次元有限要素モデルを自動生成し，その有限要素モデルから

の性能割り付けを確実に行う必要がある．

モードモデルを作成する．2.1 節で構造系，2.2 節で音響系モ

本研究は車室内こもり音を設計目標とし，設計仕様の詳細
が決定されていない概念設計段階で利用可能な二つのモデル
[1]

（本研究では 1DCAE モデル

デルの構築を説明し，2.3 節で連成モデルの説明と予測精度の
検証を行う．

と呼ぶ）の開発を目的として

いる．一つは，こもり音に寄与するボディの三つのモード（ボ

2.1. 構造系モードモデルの構築

ディの曲げモード，フロントガラスの 1 次共振が主となるモ

構造系のモードモデルは着目するボディの三つのモードの

ード，テールゲートの 1 次共振が主となるモード）の固有振

固有角振動数，モードベクトルからなる固有値行列S とモー

動数の変化と音圧変化の関係を予測するモードモデルで，こ

ド行列S で表され，S は次式のように 3×3 の行列である．

もり音に寄与する三つのモードの適切な固有振動数配置を把
握する際に利用する．もう一つは，ビーム要素とばね要素で
構成された二次元車体モデルで，上述のモードモデルで決定
した固有振動数配置を実現するために必要な，部品の剛性な
どを把握する際に利用する．
先行研究でもビームやばねでモデル化された車体モデルが
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ここでS,BBmode，S,FGmode，S,TGmod はボディ曲げモード（Body
Bending mode: BB mode），フロントガラスモード（Front Glass
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mode）の固有角振動数を表し，こもり音を低減するボディの
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固有振動数配置を決定する際にはS,BBmode，S,FGmod，S,TGmode

SFG point, BB mode

を設計変数とする．

STG point, BB mode

また各モードのモードベクトルは入力点（Excitation point:
Ex point），フロントガラス点（FG point），テールゲート点
（TG point）の成分を持つ 3 自由度のベクトルで，モード行列
S は次式のように 3 自由度×3 モードの行列で表される．
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Fig. 1 Body bending mode

本式のS は，既存詳細モデルから作成した補間関数で求める．
S Ex point, BB mode

例としてS のボディ曲げモードの入力点成分SEx point, BB mode を
求める場合を説明する．図 1 に示すように既存詳細モデルの
曲げモードから入力点成分（前端部 z 方向成分）を複数車種
で求め，各車種の質量，寸法に対して求めた補間関数から新
規開発する車種のSEx point, BB mode を求める．例として図 2 には
ボディ質量に対するSEx point, BB mode の補間関数を示す．

500

またS のフロントガラス点成分SFG point，テールゲート点成
分STG point は，図 1 に示すようにフロントガラス，テールゲー
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Fig. 2 Regression curves, body weight vs mode SEx point, BB mode

ト上の法線方向の振動の平均値を表し，詳細モデルのモード
ベクトルS,Detail のフロントガラス，テールゲートの法線方向成
分を次式のように面積積分し求める．
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（5）

音響系モデルのA，A はキャビンの寸法，シート配置など

本式はフロントガラス上の平均値を求める場合の式を表し，

から二次元有限要素モデルを自動生成し，その有限要素モデ

AFG はフロントガラスの面積，n は法線ベクトル，i はモード

ルから求める．音響系モデルも構造系と同様に詳細有限要素

次数を表す．フロントガラス，テールゲートの振動を各 1 自

モデルから作成可能であるが，ボディと比較して，キャビン

由度で表すことで，複雑な振動形状を表現することはできな

の共鳴周波数が二次元有限要素モデルでも求めやすいこと，

くなるが，計算負荷が小さく，メッシュサイズが異なる音響

またシート配置が共鳴周波数，モード形状に影響することか

系モデルとも容易に連成させることができるため，音圧の計

ら，概念設計段階でシート配置の検討も行えるよう二次元有

算が容易に行える．

限要素モデルからA，A を求める．二次元有限要素モデルの
自動生成とモード解析は数秒で実行可能である．

2.2. 音響系モードモデルの構築

キャビンの寸法，シート配置から自動生成した二次元有限

音響系のモードモデルも構造系と同様に，固有値行列A と

要素モデルを図 3 上に示し，寸法，シート配置を参照した詳

モード行列A で表され，本研究ではこもり音に寄与するキャ

細モデルを図 3 下に示す．図 3 のコンター図は 1 次共鳴モー

ビンの 0Hz の共鳴モード（0 次共鳴モードと呼ぶ）と前後方

ドの音圧分布を示している．1 次共鳴の固有振動数は，二次元

向の 1 次共鳴モードを表現する．A は次式のように 2×2 の

有限要素モデルで求めた場合 48.3Hz，詳細モデルで求めた場

行列で 0 次，1 次の共鳴モードの固有角振動数A,0th mode，A,1st

合 51.7Hz で，約 6%の差が生じているが，設計仕様の詳細が

mode で表される．

決定されていない概念設計段階の検討では利用可能な精度だ
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またモード行列A は式（5）のように 3 自由度×2 モードの行

と考える．
音響系のモードベクトル，例えば 1 次音響モードのフロン
トガラス点成分AFG point,1st mode は，式（3）と同様に二次元有限
要素モデルのフロントガラス上の平均値として次式で求める．

列で表され，各モードベクトルは運転者耳位置の応答点
（Response point: Resp point），フロントガラス点（FG point），
テールゲート点（TG point）の成分を持つ．
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ATG point, 1st mode

AFG point, 1st mode

をモードモデル，詳細モデルで求め比較した．図 5 にモード
モデルで求めたフロントガラスのパネル寄与の変化を赤印で
示し，詳細モデルで求めた結果を青印で示す．図 5 に示すよ
うに固有振動数の変化と音圧の変化は二次関数のように変化



A

Resp point, 1st mode

しており，初期の固有振動数（df=0）から固有振動数を増加，

Seat

減少させた場合でも音圧は増加する傾向にある．モードモデ

(a) Automatic generated 2D FE model fA,1st=48.3Hz

ルの予測結果は，詳細モデルの結果に対して 2dB 程度の誤差
であり，二次関数状の音圧変化を再現できていることが確認
できる．
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(b) Detail FE model fA,1st=51.7Hz
Fig.3 1st resonance mode of cabin

Detail FE model
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構造系，音響系を連成させたモード座標上の運動方程式は
次式で表され，式（7）（11）を解くことで運転者耳位置の音
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2.3. 連成系モードモデルの構築と予測精度の検証

圧が求まる．

0  ξ S   STfS 
   

I  ξ A   0 

（8）

aSA  ST ASA  A

（9）

ASA

0
 0
0

0
AFG
0

0 
0 
ATG 

pResp point   A,Resp point ξ A

25

30

35
40
45
Frequency[Hz]

50

55

60

Fig.4 Comparison of front glass (FG) panel participation

fS  1 0 0

T

20

（7）

（10）

（11）

8
Sound pressure variation dp [dB]

  ΛS aSA 
I
2

 0 Λ     a T
A
 SA


6

Modal 1DCAE model
Detail FE model

4
2
0

ここで ASA は連成行列を表し，式（10）に示すようにフロン
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トガラスの面積 AFG，テールゲートの面積 ATG で表される行列

Fig.5 Natural freq. variation df vs. sound pressure variation dp

である．
モードモデルの検証のために運転者耳位置の音圧に対する
フロントガラスのパネル寄与をモードモデル，詳細有限要素

3．二次元車体モデルの構築とその予測精度の検証

モデルで求めた結果を図 4 に示す．図 4 の赤線はモードモデ

本章ではボディ構成部品の剛性とボディの固有振動数の関

ル，青線は詳細モデルの結果を示している．モードモデルの

係を把握するための二次元車体モデルを構築する．構築する

結果は，構造系の三つの固有振動数，音響系の二つの固有振

モデルは図 6 に示すように，ビーム要素とばね要素で構成さ

動数を詳細モデルと同じにし，モード行列S，A を 2.1 節，

れたモデルで，新規開発する車種とボディタイプが同じ既存

2.2 節の手順で求めた結果を示している．図 4 に示すようにモ

詳細有限要素モデルを元に構築する．3.1 節ではボディ骨格の

ードモデルのパネル寄与は，絶対値では数 dB の差が生じてい

モデル化方法，3.2 節ではフロントガラス，テールゲートのモ

るが，周波数に対する音圧変化は表現できている．

デル化方法を説明し，3.3 節で二次元車体モデルの検証を行う．

本モードモデルは，音圧の絶対値ではなく，ボディの固有
振動数の変化と音圧変化の関係を把握することを目的として
いる．そのため，検証では図 4 に示したボディ曲げモードの
固有振動数を df=±2.8Hz，±5.6Hz 変化させたときの音圧変化
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Fig.8 Corner joint component and boundary conditions

Fig.6 Simplified 2D body with front glass and tailgate
Deflection 

Force f
3.1. ボディ骨格のモデル化

Deformation

図 7 にボディ骨格の寄与が大きいボディ曲げモードのひず

L

みエネルギ分布を図示する．ひずみエネルギはドア開口の結
合部に集中しており，先行研究[3][4]を参考に図 7 に紫色で示し
た結合部を回転ばね，緑色で示したフレーム，ピラーをビー
ム要素でモデル化する．

Fig.9 Frame component and boundary conditions

結合部を回転ばねでモデル化する際には，図 8 に示した A
ピラーロア部品のように，結合部のみを取り出した詳細モデ
ルに拘束条件，荷重条件を設定し，荷重（モーメント M）と

3.2. フロントガラスとテールゲートのモデル化

結合部の回転角変化から回転ばねのばね定数 kを次式で求

フロントガラスは図 10 に示すようにガラスをはりでモデル

めた．

化し，その両端を並進ばねで支持するモデルで表現した．ガ

k 

ラスの慣性特性は詳細モデルの寸法，密度から求め，並進ば

M

（12）



ねのばね定数は図 10 右に示すようにフロントガラスの支持部
周辺を切り出した詳細モデルに拘束条件，荷重条件を設定し，

またピラーをビーム要素でモデル化する際には，図 9 に示

荷重 f とたわみからばね定数 k を次式で求めた．

すようにピラーの詳細モデルに拘束条件，荷重条件を設定し，

k

材料力学の片持ばりの荷重 f-たわみの式から曲げ剛性 EI を
次式のように求めた．

f

（14）



テールゲートは，ピラーをビーム要素でモデル化したとき

fL3
EI 
3

（13）

と同様に，図 11 に示すようにテールゲートのみを切り出した
詳細有限要素モデルに拘束条件，荷重条件を設定し，ビーム
要素の曲げ剛性 EI を算出した．
またテールゲートのロック部，
ウエザーストリップを並進ばねでモデル化した．
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20145614 (2014)．
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Fig.11 Tailgate model

3.3. 固有振動数とモード形状の検証
3.1 節，3.2 節で説明した方法で構築した二次元車体モデル
（図 6）の固有振動数とモード形状を詳細有限要素モデルと比
較する．解析には有限要素ソルバーRADIOSS を使用した．表
1 にボディの曲げ，フロントガラスモード，テールゲートモー
ドの固有振動数の比較結果を示し，モード形状の比較を図 12

(4) Donald E. Malen ： Fundamentals of Automobile Body
Structure Design，SAE International, ISBN 978-0768021691,
pp.140(2011)．
Table 1 Comparison of natural frequencies
Simplified
Detail
model [Hz] model [Hz]
Body bending mode
36.6
36.5

Error
[%]
0.3

Front glass mode

49.8

47.5

4.8

Tailgate mode

38.5

38.0

1.3

から 14 に示す．固有振動数の誤差は最大でもフロントガラス
モードの 4.8%であった．また二次元車体モデルと詳細有限要
素モデルのモード間の MAC（Modal Assurance Criterion）は最

Simplified 2D model

も低いボディ曲げモードで 0.88 であった．
次にボディ構成部品の剛性値を変更したときの二次元車体
モデルの固有振動数の変化が妥当か検証した．表 2 にフロン
トガラス上部のフレームの剛性を初期値の 50%，200%に変更
したときのフロントガラスモードの固有振動数を二次元車体

Fig.12 Comparison of body bending mode（MAC=0.88）

モデル，詳細有限要素モデルで求めた結果を示す．剛性は，
二次元車体モデルでは図 10 左に示す上部のばね定数，詳細モ
デルでは図 10 右に示すフレーム部の縦弾性係数を変更した．
表 2 に示すように固有振動数の相対誤差は最大で 5.5%であっ
た．
4．結 言

Fig.13 Comparison of front glass mode（MAC=0.98）

本稿では車室内こもり音を設計目標とし，設計仕様の詳細
が決定されていない概念設計段階で利用可能な 1DCAE モデ
ルとして，モードモデル，二次元車体モデルを構築した．得
られた知見をまとめる．
（1）モードモデルにより，固有振動数の変化と音圧の変化を
把握できることを示した．
（2）二次元車体モデルにより，こもり音に寄与する 3 つのモ
ードの固有振動数を誤差 5%程度の精度で予測でき，モード形
状も MAC 値 0.9 程度で表現できることを示した．またフロン
トガラス支持部の剛性を変更したときの固有振動数の変化を
誤差 5%程度の精度で予測できることを示した．
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Table 2 Natural frequency of front glass mode under front
glass member modification
Simplified
Detail
Error
model [Hz] model [Hz] [%]
Decreasing stiffness
42.5
42
1.2
to 50%
Increasing stiffness
57.1
54.1
5.5
to 200%

