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P.89 CO2冷媒コンプレッサ用軸受のDLCコーティングによる長寿命化
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1 はじめに
　近年、RAV4のメイン市場である北米で、燃費規
制が非常に厳しくなるため、車両開発において軽
量化が重要となっている。次期モデル（2019MY）
のRAV4は、自動車メーカー別の平均燃費の向上
を牽引する重要な車両で、図1にあるように世界
最軽量のボディーを開発することを目標とした。
そして、図2に示すようにアッパーボディーの質
量目標としては、現モデルからの性能UPによる質
量増加が＋25kgで、そこからのME量は−34kg
となる。その中でもバックドアは、材料が現号の鉄
からアルミを採用し、その目標は現号から−4kg
が目標となった。
　本稿ではアルミバックドアの開発中に発生した
振動・騒音性能の悪化を世界初の技術で性能と軽
量化を両立した取り組みについて報告する。

図1 アッパー、アンダーの質量合計横並び
Fig.1 Comparison diagram of competing vehicles of total

of upper and under mass
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2 アルミバックドアについて
　バックドアの材料は鉄が主流で、アルミバック
ドアは軽量だが、次の点で鉄のバックドアよりも
剛性性能が不利と言える。表1に示すように、鉄と
アルミの違いはヤング率が、鉄はアルミの3倍。成
形性は鉄の方が成形し易く深く絞ることができる
ため、断面を大きくでき剛性を確保できる。また溶
接方法も鉄は3枚のパネルを溶接できるが、アル
ミは2枚しか溶接できないため、図3のようにパネ
ルの切欠きが増えて剛性が落ちる。上記のことか
らアルミバックドアの方が鉄のバックドアに比べ
て剛性が下がることがわかる。

図2 次期RAV4（2019MY）シェルアッパーボデーの質量目標
Fig.2 Mass target of the upper body of next RAV4（2019MY）
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高剛性発泡材を採用した軽量アルミバックドア開発
Development of aluminum back door with high structural form

＊1
鈴村 春樹

Haruki Suzumura

＊1 自動車 技術部設計第一室ボデー3G

要　旨 　RAV4は全世界185か国で年間78.7万台が販売され、そのメイン市場は北米で年間43万台（'16～ '17）販売され
ており、トヨタ車の中でも基幹車種となっている。その北米で近年、燃費規制が非常に厳しくなるため、次期モデル

（2019MY）では大幅な軽量化が必要となった。現モデルのアッパー、アンダーの合計質量から−21kgで、これは世界
最軽量レベルの目標（図1）で、その目標を達成するためにもアルミバックドアが採用された。
　本稿では、開発中に発生した振動・騒音性能の悪化を高剛性発泡材の採用により、性能を満足し、さらに軽量化を達
成したアルミバックドアの開発について報告する。

キーワード：アルミバックドア、高剛性発泡材、ロックアップこもり音

Abstract 　RAV4 are sold per year 787,000 units worldwide 185 countries, its main market is 430,000 units in 
North America per year are sold, has become a key model among Toyota. The recent years in North 
America, because the fuel economy regulation is very strict, significant weight reduction has become 
necessary in the next model （2019MY）. It is -21 kg from the total weight of the upper and the under of 
the current model, which is the world's lightest level target （Figure 1）, and an aluminum backdoor was 
also adopted to achieve that goal.
In this paper, we report on the development of an aluminum back door which satisfies the performance 
and reduces the weight by adopting high structural foam material to deteriorate vibration and noise 
performance generated during development.

Keywords: Aluminum back door, High structural foam material, Booming noise
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3 ロックアップこもり音（振動・騒音性能）
　ロックアップこもり音とは、車両の振動・騒音性
能に関する不具合の一つ。先ず、こもり音とは図4
に示すようにボディーの各部位が振動すると、車
室内の空気が振動し、それが音となって人の耳に
不快な音として届く現象のこと。次にロックアッ
プとは、エンジンにトランスミッションが直結さ
れることをロックアップと言い、図5に示すよう
にロックアップされるとエンジンの振動が直接ボ
ディーに伝わる。このロックアップを起因とした
こもり音をロックアップこもり音という。

　RAV4の開発ではこのロックアップこもり音の
性能が大幅な未達となった。開発の初期段階では
図6に示すように、45Hz帯で11dB未達だった。こ
の時の音の大きさはとしては、大型バスのアイド
ル時の音に相当する。そして目標とする音圧感度
では、人の耳にはこもり音として感じることのな
い音のレベルになる。こもり音の発生要因は、図7
のCAEの解析結果からバックドアが最も発音し
ているのが分かる。さらにバックドアの変形を確
認すると、図8のようにバックドアの窓枠の下で
くの字に大きく変形している。この変形により車

表1 鉄とアルミの差
Table1 Difference between iron and aluminum

鉄 アルミ
ヤング率 211GPa 70GPa
成形性 易 難

接合方法 SPOT溶接 FSW
FSW：Friction Stir Welding

摩擦攪拌溶接

図3 接合方法
Fig.3 Bonding method

板金

板金
Plunging Bonding Retracting

板金に穴が空くため、
結合効率が悪い

SPOT

FSW
溶接の詳細

内の空気が大きく振動されて、こもり音を悪化さ
せる要因となっていた。

図4 こもり音イメージ
Fig.4 The image of booming noise
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図5 ロックアップ時の振動伝達
Fig.5 The vibration transmission at the time of the lock-up

ボデー

直結して
動力伝達

エンジン
（振動源）

トランス
ミッション

トルクコンバータ

図6 ロックアップこもり音　評価結果
Fig.6 Lock-up booming noise evaluation result
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図7 こもり音発音部位
Fig.7 Booming noise location
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4 高剛性発泡材
　この変形を止めるために、弱体部を板金で補強
する対策を検討したが、質量目標が達成できなく
なってしまう。そのため、エポキシ樹脂とガラス繊
維を主成分としたアルミより軽い高剛性発泡材を
採用することにした。高剛性発泡材とは図9に示
すように、150℃以上の雰囲気温度で発泡して、冷
却時にパネルと接着して硬化する樹脂材のこと。
著者調べでは、アルミの材料への採用は世界初。高
剛性発泡材の採用にあたり、以下の3点が課題。

1.コスト
2.精度
3.ロバスト性

　1のコスト低減のために、トポロジー解析によ
り発泡後の発泡材の形状を最適化し、材料の使用
量を削減した。
　次に2の精度と3のロバスト性については、
DRBFMの中で発泡後のパネルの歪みが懸念され
たため、これらについての検証を実施。歪みは図
10のC-Cに示すように、バックドアのSub-Assy
のバラツキにより変わるため、そのバラツキも考
慮して検証する必要があった。図10の簡易冶具、
CAEを用いて歪みを予測し、歪みが発生しないよ
うに発泡前の発泡材の厚みを調整して最終形状を
決定した。

図8 バックドア変形図
Fig.8 Back door deformation
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5 結果とまとめ
　図11に示すように、ロックアップこもり音は開
発の初期から11dB下げることができ、目標を達
成。質量目標についても▲4kgを達成。量産でも発
泡材による歪み等の不具合がないことを確認済み。
　アルミバックドア開発は織機では初めてだった
が、次のアルミバックドアの開発時に今回の知見
を生かして、効率の良い開発を目指す。

図9 発泡材説明図
Fig.9 Explanation 0f high structural foam material
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図10 発泡材歪み検証手法
Fig.10 Verification method of distortion by foam material
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図11 ロックアップこもり音　対策結果
Fig.11 ountermeasure result of lock-up booming noise
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高剛性発泡材を採用した軽量アルミバックドア開発
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■ 著 者 紹 介 ■

鈴村 春樹

　現号からボディーへの入力が増加し、振動・騒音の性能目標も高くなり、かつ質量も現号から大幅に低減
する必要があり、目標を達成するためには非常に厳しい条件だった。しかし、今回新しく高剛性発泡材を採
用することにより、性能と質量の両方を満足するバックドアを開発することができた。
　今後もボディーの軽量化に繋がるアイテムを見つけ出しチャレンジしていきたい。

開発の経緯と開発者の思い
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1 はじめに
　エアコンシステムを作動させるには冷媒が必
要でありHFC（ハイドロフルオロカーボン）など
が使用される。近年、環境規制が厳しくなってお
り欧州では地球温暖化係数（GWP）の低いエアコ
ンシステムとして自然冷媒（CO2）が注目されて
いる。当社では自然冷媒に対応したコンプレッサ
9SA31の生産を開始した。CO2冷媒の特徴とし
て、HFC冷媒に比べ、「圧力・温度」が「高圧・高温」
側へシフトすることが挙げられる（図1）。

　そのため、これまでのコンプレッサは適用でき
ず新規設計が必要となる。既存コンプレッサと同
等の体格でありながら使用環境が厳しくなるた

図1 冷媒の特徴
Fig.1 Characteristic of refrigerant

HFC冷媒 自然冷媒

R134a CO2（R744）

地球温暖化係数
（GWP） 1410 １

使用圧力 0.3～3.6MPa 3.5～15MPa

吐出温度 80～130℃ 130～180℃

使用領域 臨界域内 超臨界域

め、ベアリング設計の制約条件が多くなる。この
軸受部分の機能を損なうことなく設計すること
がCO2冷媒コンプレッサの肝となる。この課題に
対し近年、自動車部品への適用が進むDLC（ダイ
ヤモンド･ライク･カーボン）コーティング（以下
DLC膜）に注目し、今回コロ軸受のコロ部分に相
応しいDLCを選定し、構造最適化したうえで適用
した（図2）。本稿ではDLC膜の特徴とその効果・製
品化の概要を紹介する。

2 DLCコーティングとは
　DLCとはDiamond-Like Carbonの略称で、ダ
イヤモンド構造とグラファイト（黒鉛）構造の中間
的な構造（アモルファス構造）から形成された炭素
－炭素結合を持つ炭素を主成分として作られた薄
膜の総称である（図3）［1］。

図2 9SA31の外観とコロにDLCを適用したベアリング
Fig.2 DLC roller bearing and appearance of 9SA31
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CO2冷媒コンプレッサ用軸受のDLCコーティングによる長寿命化
Longer life of bearing by Diamond Like Carbon coating applied R744 
refrigerant Compressor
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斉藤 淳志
Atsushi Saito

＊2
田中 祥和

Yoshikazu Tanaka
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要　旨 　CO2冷媒用コンプレッサ9SA31は自然冷媒を使用したエアコンシステム用の車両向けに開発され、2018年より製
品化されている。従来の冷媒に対し、高圧・高温の環境下で運転されるため、コンプレッサは新規設計となっている。特
にベアリングは既存のコンプレッサと同等の体格で成立させるという設計制約が多い中、機能を損なうことなく設計
する必要があり、軸受部分にDLC（ダイヤモンド・ライク・カーボン）コーティングを使用した。今回、カーエアコンコン
プレッサで初めて(＊)コロ軸受のコロにDLCコーティングを採用した経緯とその製品化の概要を紹介する。(＊)当社
調べ

キーワード：CO2冷媒、軸受、DLCコーティング

Abstract 　The Compressor（9SA31）for CO2 refrigerants was developed for vehicles that adopted air 
conditioning systems using natural refrigerants. It was mass-produced since 2018. It is used at higher 
pressure and temperature than conventional system. So we have developed a new compressor that 
endured those hard operating condition. Especially the bearing has many design constraint, we need 
to design without impairing function. Hence, we applied surface treatments （calling Diamond Like 
Carbon coating） to the bearings. This time, we explained details of employing DLC for coating bearing 
rollers of car air conditioning systems for the first time（＊）, and introduced outline of productization.（＊）
according to investigations by our company.

Keywords: natural refrigerants, bearing, Diamond Like Carbon coating




