
　トヨタ車は昔から「静かな車室のクルマ」と
いう評価を市場で得てきた。これにはふたつの
意味があると考える。ひとつは物理的に静か、
つまり振動・騒音（以下＝NV）の音圧レベル
が低いことである。もうひとつは室内で支障な
く日常会話ができること、会話明瞭度が高いこ
とだ。かつて1980年代後半にトヨタが初代セル
シオ（レクサスLS）を開発したとき、このふた
つの性能は意識して徹底的に作り込まれた。当
時私は初代セルシオの鈴木主査から「こういう
ものは意識しなければ絶対に作り込めないもの
だ」と聞いた記憶が鮮明に残っている。
　普段、会話そのものは無意識動作である。電
話口で自然と声が大きくなってしまうのは、相
手の声がよく聞き取れないがための無意識動作
であり、防音性能の低いトラックを運転してい
たりするときは、会話を成立させるために声を
張り上げてしまう。これはストレスになる。逆
に普通の声量で会話ができるとストレスになら
ない。総合的な会話明瞭度の高いクルマは、移
動の精神的疲労を軽減してくれるように思う。
　左ページ下方のスペクトラムアナライザー画
面写真は、現行型プリウスで私と本誌副編集長
が東名高速道路走行中に会話をしているときの

実測データである（録音要領はP058と同じ）。
縦軸は音圧レベル、横軸は周波数帯で、グラフ
のバーが途中で途切れているのは直近のピーク
時音圧を表示しているためだ。
　車速95km/hでのプリウス車内で運転席／助
手席間の会話を行なうと、80Hz付近に低周波
の音圧ピークが出た。高周波側の音圧ピークは
1.4kHz付近に出た。興味深い点は、横文字単語
を並べていると2.5kHzより高い周波数の音圧
が上がる。日本語だけだと１kHzの下にピーク
が出る。なぜだろうと思って調べると、言語に
よって周波数帯が異なることがわかった。我わ
れの測定でも日本語とアメリカン・イングリッ
シュの間の差が現れた。
「言語間の周波数帯の違いは定説として存在し
ます。フォルマント（時間経過で移動する複数
のピーク）を計測しても言語による母音の差は
現れます。車室内での会話明瞭度を表す指標は
AI（アーティキュレーション・インデックス）
と呼ばれ、もともとは無線交信時の聴きやすさ
を表現するために開発された心理音響の指標で
すが、自動車の世界でも世界的に広く用いられ
ています。人間がいちばん聴きやすい1.6kHzの
感度を中心に、その上下は周波数区分ごとに重

み付けをした数値です。車室内で騒音を計測し、
音響解析ソフトを使って計算し、周波数ごとの
音圧レベルをAI換算表から拾って合算したも
のがAIです。世界中の乗用車のAIを調べると、
ほぼ車格に比例しています。高級車は65程度、
Ｅセグメント車は53～59、Ｄセグメント車は52
～48といった具合です。価格ごとにお客さんの
期待値があり、開発側はそれ以上を目指すわけ
ですから、自然と車格比例になります」
　トヨタで長年にわたってNV開発に携わって
きた梅村英司氏は言う。世界が驚嘆した初代レ
クサスLSのNV設計に携わり、78年の入社以来、
トヨタでのキャリアの８割がNV開発という人
だ。この取材のあと、レクサスGSで同様の車
室音計測を行なったところ、たしかに全体に音
圧レベルはプリウスよりずっと低かった。レク
サスブランドはトヨタブランドとはNV要求が
違うと梅村氏も言っていた。
　そういう方に質問したかったのは、最近のト
ヨタ車がNV性能の優位を失った理由だ。私の
記憶のなかにある昔のトヨタ車は、たとえ安価
な量販車でもNV性能は抜きん出ていた。
「軽量化が大きなテーマになったことで、正直
言ってNVの重要度が下がりました。2005年あ

「防音手段」を掘り下げると…

遮音材

たりがターニングポイントでした。制振材／遮
音材／吸音材（総称して防音材）を使うと重量
増になりますから、昔に比べてその使用量が激
減したのです。しかし、TNGAで再びNVを重
視しています。2014年度に考えたNV14という
シナリオをもとに新型プリウスを開発しました。
欧米勢は軽量化で浮いた重量をNVにも振り向
け、毎年のようにAIを向上させています。車両
重量が軽くなっているのにAIは良くなってい
るのです。いまやNV性能で欧米のライバルに
負けているトヨタ車は少なくありません。当然、
このままでいいはずはないのです」
　では、AI向上のためにはどのような策が必
要になるのか。NVのなかでも人間の声と重な
る帯域への対策を、トヨタはどう考えているの
だろうか。
「現象としてのNVを手短に言えば、パワート
レーンやサスペンションなど振動を発生させる
強制力にボディ感度を掛け算したものです。振

動発生源があり、その起振力がさまざまな部位
の共振を増幅させます。したがってNV改善の
おもな手段は強制力側の低減と共振分散です。
将来に向けてNV性能をどう向上させるべきか
をロードマップに描き、NV発生のメカニズム
を解析し、ボディ、シャシー、パワートレーン
など部分ごとの物理値に落とし込み、それをも
とに構造検討、設計要件化を行なうという流れ
です。原因を探りひとつずつ対策します。そし
て現在のロードマップがNV14です」
　では、NV開発の手法は以前とは変わったの
か。初代セルシオの時代は「NV対策は地味な
作業を継続させる作業」と聞いた。解析技術が
進歩した現在はどうだろうと思って梅村氏に伺
うと、こういう答えが返ってきた。
「たとえばエンジンの振動は、アイドリングで
は数十Hzですが、回転を上げていくと燃焼音
には４～５kHzの成分が入ってきます。HEV
ではスイッチングなど電気系のノイズが出ます

から10kHzを超える成分が含まれます。こうい
う広い周波数帯で会話明瞭度を阻害する強制力
が相手ですから、AI向上は広い周波数帯での
対策が必要ですが、その効果を測定してもデー
タに現れないことが多々あります。最終的には
人間が耳で聞く官能評価になります。人間はと
くに音が出ている場所の特定、指向性を見抜く
能力を持っており、そこは測定器を超えていま
す。エンジンなど強制源の音が意外なところか
ら出ているときは、人間が見つけます」
　根っこは変わっていないようだ。「NV技術者
はつねに耳を鍛えています」と梅村氏は自信を
持って言い切った。さらにこう続ける。
「昔はダッシュサイレンサー（上図参照）だけ
で１台分約10kg、さらに重量で振動を抑え込
むサンドイッチ制振パネルも使っていました。
現在はすべての防音材を合計してもクラウンで
20kg程度です。車両重量全体の中の１～２％
です。吸音・制振に使える部材はその約半分で

す。重量増は許されません」
　具体的にNV対策の検討事例を伺うと、そこ
は80年代とはまるっきり違っていた。
「たとえば、エンジンルームと車室を隔てる
ファイアウォールは『１枚もの』として振動
モードを見ながら、そこに取り付けられている
補機類や穴などを考慮して細分化したモデルも
検討します。部分的にパネルの共振周波数が違
うのです。同じことはフロアパネルにも当ては
まります。分割したエリアごとに吸音力と遮音
の目標を立てています」
　ということは、AI面でも万能薬だったサン
ドイッチ制振鋼板は使っていない？
「ほとんど使いません。アスファルトシートも
燃費規制の厳しい仕向地では使えません。塗布
型の制振材を使います。しかも最小限です」
　ファイアウォールはボディ剛性の要でもある
ため板厚はそこそこ確保されている。しかしボ
ディ内外板はハイテン（高張力）化で強度を稼
ぎ板厚を削る傾向が著しい。
「透過損失は物理量で決まりますから、板厚が
厚いほうがNVには有利です。しかしハイテン

化の波は避けられません。１枚のボディパネル
をさらに細分化してNV性能を追い込むほか、
塗料の抜き穴を減らし、どうしても必要な穴は
シールで塞ぎ防音材の類をなるべく使わないよ
う工夫するのです。たとえば、ダッシュボード
から車室に侵入する音はどんなものなのか、周
波数ごとに細かく解析します。原因が特定でき
れば対策を考えることができます」
　しかし、昔は重量で50kg以上の防音材を使っ
ている高級セダンがあった。この物理量の差は
埋められるのだろうか。
「強制力を抑え、あらゆる部分がNVを増幅さ
せないように工夫する。いま使っている部品の
素材と製法の見直しもサプライヤーの協力を得
て進める。こうした重量増にならない工夫を重
ねています。それでも、AI対策で言えば防音材
を使わざるを得ないのが現状です。吸音材は周
波数の高いノイズに効きますが、こればかり使
うと無響室のようになりますから不快感を与え
ないように使います。制振材は低周波に有効で
すが、重量増になるのでなるべくボディ側の源
流対策でカバーします。一方、遮音材は吸音材

と違って反響が増えるので、これもバランスを
取りながらの使用です。防音材の使用は最終手
段であって、その前に強制力を下げ共振を分散
させなければなりません。そのためにパワート
レーンやシャシーなど各部門にNV目標を割り
付け、それを達成してもらうのです」
　ガラスはどうだろう。欧州車は減衰幕を２枚
のガラスの間にはさむラミネートガラスの採用
例が増えているが……。
「高遮音性ガラスや減衰ガラスはたしかに有効
ですが、ガラスは車室内の音を反射させる原因
でもありますから、防音材とガラスの組み合わ
せをどうするか検討しています」
　最後にNV技術者としての目標を。
「最終目標は０dBです。これに限りなく近づ
きたいと思っています。要は、NV技術者の仕
事は永遠に続くということです」
　梅村氏は『音振のトヨタ』への回帰を陣頭指
揮している。重量とコストの増加が容認されな
い環境下でトヨタのNV性能がどう動くか、私
は非常に注目している。

会話を邪魔しないための工夫

サンドイッチ制振パネル（車室側）

アスファルトシート

アスファルトシート

ラゲッジルームマットフロアカーペット

ダッシュインナーサイレンサー

フロアカーペット

ドアトリム

ダッシュアウターインシュレーター （エンジンルーム側）

エンジンアンダーカバー

フードインシュレーター
（ボンネットフード裏）

ルーフライニング
 （ルーフパネル裏）

アッパーバックサイレンサー

Cピラーライニング
（Cピラー裏）

制振材
吸音材
遮音材

エンジンやタイヤなどから放射される音を遮る位置に用いる。音が透過しにくいオレフィンシートや
EPDMが主流。音圧による加振力を運動エネルギーに変換して減衰させる。重たい素材ほど効果が
あるほか二重壁のような構造はさらに効果がある。おもに400Hz以上の帯域に有効。

吸音材
エンジンやタイヤなどから放射される音を閉じ込め、窒素、酸素など空気を構成する粒子の持つ運動
エネルギーを熱エネルギーに変換する。フェルトなど内部に入り組んだ空間を持つ素材は、入射波を
跳ね返す効果とエネルギー変換効果の両方に期待できる。周波数の高い領域でも有効。

制振材
材料そのものの減衰（粘弾性）を利用し、振動エネルギーを熱エネルギーに変換させる。エンジンや
サスペンションからの入力によるボディパネルの振動を低減させることが目的。アスファルト、制振
塗料、サンドイッチ鋼板など、ある程度の質量を持った材料が有効で200～500Hz付近の低周波振
動の抑え込みに効果がある。ただし、近年は軽量化要求が高いため使用は必要最小限にとどめられる。

初代セルシオは圧倒的な室内静粛性で世界を
驚かせた。その開発に携わった梅村氏は以降、
一時期を除きずっと音・振動関連の開発に携
わってきた。「音振」のエキスパートである。

梅村英司（Eiji UMEMURA）

トヨタ自動車
Mid-Size Vehicle Company

MS車両実験部 動的性能開発室長

（Hz）

ダッシュ部から侵入する音の中身
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こ数年増殖傾向にあるのがウイングなどの
エアロパーツだ。コーナリング時のダウン
フォース獲得が狙いだが、大きなウイングは

そのまま空気抵抗の増加に繋がるという諸刃の剣でもあ
る。また重量も馬鹿にはならない。
　しかし空気の流れをうまくコントロールすることで、
空気抵抗の増加を抑えることは可能。またうまくラジ
エーターに風を導いて冷却効率の向上も狙える。
　ボディ下面を整流すれば、空気抵抗を増やさずにダウ
ンフォースを獲得することも可能だ。
　学生フォーミュラのようにエンジンが非力で、スラロー
ム的な低中速コースでは、闇雲にウイングを大きくする
より、風の流れをトータルでコントロールする方が理想
的だが、エアブレーキとして使うチームもあるようだ。
　今年も上位校はエアロをまとっていただけに、今後も
エアロパーツ装着車は増えるものと思われる。

こ

昨年圧勝した TU Graz の姉妹校が参加。ダウンフォース獲得のみならず、タイヤやパーツ
への風の当たり方を計算し、冷却性能も考えて車体トータルでデザイン。エンデュランスで
もその速さを発揮した。

79台の分析（右グラフも同様）。最小値は1524mm、最大値は1800mm。グ
ラフで見られる最初の“踊り場”は1550群、そのあとに最大勢の1600群が18台
並ぶ。1500代が26、1600代が40、1700代が10、1800mmは3台という分
布。末尾ゼロの数値が85％を占めるのは意識的な設計か。トレッド：ホイールベー
ス比なども分析してみたい。

最小値は2.06、最大値は10.00（！）に続いて6.25。計算は車重／出力とし、
kW値ではなくPS値から算出した。2.00以上が18、3.00以上が34、4.00以上
が17、5.00以上が3、6.00以上が2台という分布。上位10台には、１台のみ２
気筒、１台のみスーパーチャージャー、１台のみ車重350kg（ほかは200kg代）
という車両が含まれる。

最高出力は最小値が26.85kW、最大値が95.45kW。
トップ10は60kW以上の数字を叩き出している。車両重
量は最小値160kg、最大値360kg。200kg未満の車両
は９台、200kgジャストを含めると13台。すべて、単気筒
エンジンを搭載する。

U.A.S. Graz

リヤディフューザーを装着した例。リヤディフューザーはボディ下面を流れる空気を後方に
抜き出すことで、空気抵抗を増やさずにダウンフォースを得ることができる。ただし、形状
は綿密な計算が必要だ。

東海大学

ホイールベース

エアロパーツを装着しないシンプルなスタイル。学生フォーミュラの速度域を考えればエア
ロに頼るよりも、基本性能をしっかり磨くという選択肢もありだ。特にサスセッティングは
エアロなしの方が勉強になる。

日本大学理工学部

今年総合優勝した車両で、エンデュランスも U.A.S Graz に次ぐ得点を獲得。前後にウイン
グを備えるが極端なダウンフォースの追求はしていない感じだ。むしろアルミ削り出しバル
クヘッドによる剛性向上が功を奏したか。

京都工芸繊維大学

リヤディフューザーを左右に振り分けた例。本来はフロア全体からディフューザーを構成し
た方がいいのだが、理想的なディフューザーの形状に対してフレームが干渉する場合、や
むを得ずこういう形を採ることはある。

Chulalongkorm University

株式会社 ケーヒン
https://www.keihin-corp.co.jp/

SUPPORT COMPANY Q3 学生フォーミュラ大会へ参加した学生、自動車業界への就職を
検討している弊誌読者の学生へ向けた、企業PRコメントをお願い致します。

今年で創立60周年を迎えるケーヒンは、ガソリン車や天然ガス車、ハイブリッド車や燃料電池
車などあらゆるエネルギーをマネジメントするシステム開発メーカーです。二輪車でも世界トッ
プシェアのキャブレターの技術を活かし、電子燃料噴射システムへの対応で世界をリードして
います。さらに車の快適性を提供する空調システムについても、注力しています。これらの製品
を通じ、常に新しい価値を創造するための挑戦を続けています。　

Q1

貴社が「学生フォーミュラ大会」へご協賛されている理由をお答えください。
また貴社に学生フォーミュラ経験者はいらっしゃいますか？

未来のエンジニア育成と新しい発想へのチャレンジを応援するために「学生フォーミュラ大会」
へ協賛しています。また、本大会に向け頑張っている学生の皆さんへガソリンエンジンの燃調講
座も行なっています。ケーヒンにも学生フォーミュラ経験者が多数入社しており、開発、設計分
野をはじめとしたさまざまな領域で活躍しています。

Q2

貴社が考える、「学生のうちにやっておくべきこと」をお答えください。

勉強や学生フォーミュラにくわえ、いろいろなことに興味を持ってチャレンジして欲しいと思い
ます。そうすることで視野が広がり、今まで気がつかなかった自分の新しい可能性を発見できる
かもしれません。チャレンジした経験は会社に入った後にもきっと役立つと思います。

Q3

「自らの信念に基づき、世界の舞台にチャレンジできる人」です。 グローバル市場での競争が激
しくなるなか、この熾烈な戦いに勝ち残るためには、「挑戦する力」「考える力」「伝える力」が求
められます。 これらの力を備え、私たちの考え方・想いに共感できる方を求めています。

貴社が考える、採用したい人材像をお答えください。

Q4

SUPER GTシリーズ GT500クラス
KEIHIN NSX CONCEPT-GT

燃料電池車用 →
高圧水素供給バルブ
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2016年のマシンを分析する
届け出値から特徴を捉えてみる
さまざまな諸元で百花繚乱の様相を成す学生フォーミュラ。
それらのマシンにはどのような特徴があるのか、事前届け出値から今大会の傾向を考察してみた。

パワーウェイトレシオ
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