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代役として利用することで、そのような問題
に対応してきました。「CASIMIR の持つ先進
の有限要素解析機能は、我々がシートの快適
性を評価し、さまざまな振動や荷重がドライ
バや乗客の健康に与える影響を調査する上
で、極めて有効であることが分かりました」
と Wölfel 社の「シート快適性および生体力
学」チームの次長である Alexander Siefert 氏
は話しています。

1990 年代半ばに生まれた CASIMIR は、ドイ
ツのダルムシュタット工科大学と連邦労働安
全衛生研究所（FIOSH）によって開発され、
もともとは脊柱に働く力を計算するために利
用されていました。しかし、まもなく車両
シート設計者によってその価値が認められ、
ソサエティ・オブ・オートモーティブ・エン

ケーススタディ

人体は洗練された複雑な構造です。成人の身
体には、206 本の骨と 639 個の骨格筋、数え
切れないくらいの腱と関節、そして 50 兆を
超える細胞があります。
人間は 1 マイルを 4 分足らずで走ることが
でき、立ち位置から垂直に 4 フィートジャ
ンプでき、ベンチプレスで 1,000 ポンド持ち
挙げることができます。

設計チームが、このように驚異的かつ生きて
いるマシンの細部まで完全に網羅した仕様書
をまとめ上げたとしても、人体をゼロから組
み立てることは不可能でしょう。つまり、人
体のリアルな 3D コンピュータモデルを作成
することは至難の業と言えます。しかし、よ
り快適な自動車シートを追い求めて、ドイ
ツ・ヘーヒベルクの Wölfel 社では、「シー
ト快適性および生体力学」チームのエンジニ
アがまさにそれに取り組んでいます。彼らの
ソリューションである CASIMIR（Calculated 
Sitting Man in Research）という名の 3D 人
体モデルは、有限要素解析（FEA）技術を
用いてシート設計の評価を行います（図 1参
照）。

自動車シートが重要である理由
シートの快適性といっても、定義は難しいの
ですが、車両シート設計において、ますます
重要な差別化要因となっています。それは本
質的にとても複雑であり、さまざまな問題に
関係しています。いくつかの例としては、運
転時の座位、シート材料、シートの形状と構
造、車からの振動、運転時間の長さなどが挙
げられます。自動車シートは、かつてあまり
問題にされなかったのですが、販売店で運転
席に座った客のちょっとした行動が、自動車
セールスの成否を決める瞬間となる場合もあ
るのです。

セールス外交員、バスやタクシーのドライ
バ、航空機パイロット、建設作業員など、運
転に多くの時間を費やす人々にとっては、快
適性の問題は同時に健康や安全の問題でもあ
るのです。たとえば、米国とスウェーデンの
ドライバに対する最近の調査では、50 パー
セントの人々が腰痛を訴えていることが判り
ました。EU では、重機械操縦士の安全が 
2002/44/EC 規格によって規定されており、
そこでは毎日の振動にさらされる限度が数値
化されています。神経症（しびれやうず
き）、血行障害（白ろう病）、筋骨格系の障
害（手首の炎症や背中の痛み）などの症状が

出ると問題は深刻です。

自動車の設計者にとっては、シート設計の基
本、たとえば、形状、調節機能、発泡材の堅
さと柔らかさの適正なバランスなどが、快適
性と健康面を考える上で重要となります。車
の乗員が受ける手腕振動と全身振動などがそ
うです。その他の重要な問題としては、シー
トの快適性をどのようにして測るのか、客観
的そして相対的な評価は可能なのか、また、
高価なシートの試作品を製作する前に、設計
の初期段階でどのようにして快適性を予測で
きるのかという問題があります。

自動車シートモデルの進化
Wölfel 社では 2003 年以来、車両シートの解
析と最適化に人体モデル CASIMIR を人間の

人体モデル CASIMIR の要求を満たす
Wölfel 社が Abaqus FEA と解剖学的情報を駆使して
自動車シートの設計を改善

図 1. 人体モデルの CASIMIR ファミリには、対応する身長と体重のパーセンタイル値によって定められたいくつかのバージョ
ンがある。たとえば、f05 は小柄な女性、m50 はパーセンタイル 50 の男性、そして m95 は大柄な男性に対応している。
国籍や人種の肉体的差異を考慮して改造も可能です。また、個別化アルゴリズムを用いてモデルをさらにカスタマイズするこ
ともできる。
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2 つ目の調査は、動的シミュレーションであ
り、車両走行中に人体がシートとともに上
下・左右にどのような動きをするかを計算し
ます。
このシミュレーションでは、シートが自動車
の動きを人体の動きに伝える様子と、その結
果、人体、特に脊柱にどのような荷重が作用
するかを調べます。重要な項目の 1 つはシー
トの伝達関数です。これによって、路面とエ
ンジンからシャシーを通じてシートそして人
体まで伝わる振動が、シートによってどの程
度増幅されるかが分かります。増幅度が大き
すぎてはいけません。小さな増幅であれば 
OK です（図 2 参照）。

どちらの解析に対しても、彼らは陰解法ソル
バ技術に基づく Abaqus/Standard を利用し
てきました。静的解析では非線形ソルバアル
ゴリズム、動的解析では周波数領域の定常ソ
ルバが用いられています。計算は、Linux 64 
ビット Red-hat オペレーティングシステムを
搭載した合計約 64GB RAM の 4 CPU マシ
ンで行われました。

最終的に、CASIMIR モデルの均質バージョ
ン（脂肪や筋肉など異なる組織を区別しない
モデル）を用いたシート快適性解析は、実測
値と非常に良い相関を示していました。
Wölfel 社のチームは、このツールを用いる
ことで、長年にわたってシートの設計にシ
ミュレーションを活用してきました（図 3 参
照）。仮想プロトタイピング技術は、彼らが
特性に対し正確に狙いを定め、さまざまな設
計案を比較し、そして静的および動的の両面
にわたって快適性を迅速に最適化することに
役立ってきました。何よりの証として、
BMW 社、Mercedes-Benz 社、Ford 社な
ど、多くの自動車メーカーが CASIMIR から
恩恵を受けたシートを採用しています。

さらに、シミュレーションは高価な実機試験
の必要性を最小限に抑えます。
「シートの試作品を 1 つ設計し組み立てるだ
けでも 10,000 ユーロから 20,000 ユーロの費
用がかかります。また、期間として数日から
数週間必要です。それに対して、モデルの準
備には 1 日もかかりません」と Siefert 氏は
述べています。「また、自動車シートの開発
は 1 回の設計反復作業で終わるものではあり
ません。そのため、シミュレーションの利用
による節減効果は絶大です」

さらに Siefert 氏によると、自動車シートの
解析に人体モデルを使用することで、共振/
振動問題を早期に発見でき、設計サイクル後
期での費用のかかる設計変更を回避でき、快
適性シミュレーションの標準化が可能にな
り、独創的な設計を行う余裕も生まれます。

ジニアズ（SAE）が年に 1 度開催している
「デジタル・ヒューマン・モデリング・カン
ファレンス」では（CASIMIR は長年にわた
る仮想参加者の一人ですが）、その有限要素
解析の進化に関するアイデアが、毎年のプレ
ゼンテーションテーマの 1 つとなっていま
す。

初期の CASIMIR モデルはかなり抽象的な
バージョンであり、集中質量を互いに結合す
ることで人体を表現していました。
その後、モデルは複雑さを増し、現行モデル
では、人体組織を表すボリューム同士の相互
作用ならびにシートとの間の相互作用は 3 次
元的に表現されるまでになりました。モデル
の姿勢も、まるで人間そっくりに、直立から
前かがみまで自在に変化させることができま
す。これは腰痛の評価にとって重要な機能で
す。

シートの快適性解析の原理
人体モデルとシートモデルとの相互作用のシ
ミュレーションは、さまざまな要素が絡み合
う非常に複雑なプロセスです。それらは、
シートの発泡材、詰め物、トリム、人体組織
などの非線形で周波数依存の特性を持つ材料
の選択、金属シートフレームと発泡材の間、
そしてシート表皮材と人体の間の相互作用領
域における接触の問題、さらにシート発泡材
と人体組織に対する大変形の考慮などです。
このような複雑な問題に対処するため、
Wölfel 社のチームは、Dassault Systèmes の
リアリスティックシミュレーション・ブラン
ドである SIMULIA の Abaqus Unified FEA 
を選択しました。「他の FEA ソルバも調査
したのですが、Abaqus の機能だけが我々の
要件をすべて満たしていました」と Siefert 
氏は話しています。

シートの快適性評価を行うには、まずシート
のモデルを構築しなければいけません。その
ため Wölfel 社のチームは、長い時間をかけ
て、さまざまな基本特性を決定する極めて正
確な表現法を開発してきました。それらは、
表皮材の材料特性や構造接合部（たとえば、
リクライニング機構やシートレール）の静
的・動的な剛性値と減衰値などです。

シートモデルが定義されると、通常のシート
快適性解析では 2 種類の調査が行われます。
最初は、着座過程の静的な解析です。ここで
は人体が重力のもとでシートに接触する様子
を調べます。
この解析で最も重要なのはシートの圧力分布
であり、この計算によってエンジニアは、身
体部分とシートクッションとの適合性、身体
の人間工学的な姿勢、そしてシートフレーム
と皮膚との間の距離を評価できるようになり
ます。

図 3. 標準的なシートにおける典型的な圧力分布（静
的なシート快適性解析の結果）。CASIMIR（上図）
による解析結果とテストドライバによる実測値（下
図）の間で良い相関が見られる。

図 2. シートモデルと組み合わされた CASIMIR 人
体モデルには、シートの構造フレームと表皮材との
間、そして表皮材と人体モデルとの間の接触定義が
含まれている。
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チームは、大腿部と臀部の複雑な筋骨格的挙
動をより正確に表現するため、筋肉の離散モ
デルを開発することで CASIMIR の大腿部/
臀部領域をさらに改良しました。
彼らは、まず標準的な人体解剖図を参考にし
て、バネ要素とダンパ要素（自動車の疲労解
析に使用されるものと同様の要素）を用いて
活動筋の挙動を模擬しました。筋肉の作用線
を定義するため、彼らはストリングを用いま
した（図 5 参照）。また、筋肉の作用が最も
複雑な関節の周囲では、筋肉経路（関節上の
最短距離）を定義し、それをコネクタ要素で
骨格に取り付けました。

改良された大腿部/臀部モデルを標準のシ
ミュレーションに適用した結果、チームは、
動的解析において筋肉の動きがシートの快適
性に影響を及ぼすことを発見しました。
具体的には、大腿部/臀部領域の筋肉が収縮
すると、骨盤の回転量が減少し、腰椎の椎間
板に大きな圧縮力が働くことを確認しまし
た。さらに彼らは、腰痛の原因となり得るこ
れらの内力が、人体の固有振動数 5 Hz 付近
で顕著となることを立証しました。これは普
通の走行状態で励起される振動数です。全体
を通して、これらの結果から、シートが振動
し動揺する際に身体がどのような内力を受け
るかを理解する格好の手掛かりが得られまし
た。

さらにこれらの解析から、シート設計を改善
するための指針も得られました。たとえば、
ドライバがアクセルペダルやブレーキペダル
を踏むとき、足の筋肉が収縮し硬直するた
め、シートの快適性が問題となります。
一方、乗員の方は受動的であるため、足の筋
肉を使うことはありません。これを区別する
ために、チームは乗員に対してはオリジナル
の CASIMIR 均質モデルを使用し、ドライバ
のシミュレーションには改良型の CASIMIR 
モデルを使用できるようになりました。

改良型のドライバシミュレーションでは、大

腿部をうまくサポートするようシートを延長
するなど、ドライバシートの設計改善に関す
るより正確な指針が得られることが期待され
ます。

自動車シートのシミュレーション能力をさら
に高めるため、Wölfel 社のエンジニアは継続
して CASIMIR を改良しています。すでに彼
らは、筋肉の連続体モデルと離散モデルを組
み合わせ、それらの相互作用を組み込むため
の修正を行っています。また、彼らは肩-手-
腕システムの改良も計画中です。これらの身
体部分も快適性と健康にとって非常に重要で
す。

関係する応用分野として、Wöl f e l  社は 
CASIMIR の生物医学的ルーツに立ち返るこ
とで、腰椎を安定させるためのインプラント
の開発に利用することも計画しています。ま
た、彼らがこれまで蓄積した人体組織と骨格
に対するモデリング知識を、たとえば、膝や
腰用のインプラントの設計や、車椅子、オ
フィス用シート、マットレス（床ずれ予防の
ため）の設計改善など、他のさまざまな生体
力学シミュレーションに活用しようとする話
も持ち上がっています。

Wölfel 社は、CASIMIR をドライバシートに
座らせ、常に進化させながら、さらなるシー
ト設計の改善に向けて自動車エンジニアを前
進させています。こうしてシート設計におけ
るイノベーションが実現された暁には、通勤
通学者や商用そして産業分野のあらゆるタイ
プのドライバは、より快適な乗り心地、さら
なる振動や負荷の低減、そしてより疲労や腰
痛の少ない長距離ドライブを期待できるので
す。

「CASIMIR と Abaqus FEA のパワーを組
み合わせることで、我々は自動車シート設計
に革新的なコンセプトをコスト効率よく追求
していく能力、そしてまた余裕も得られま
す」と Siefert 氏は述べています。

解剖学的データの追加がよりリアルなモ
デルとシミュレーションを実現
CASIMIR は、これまでも自動車メーカーと
その顧客に対し設計を改善し快適性を向上さ
せてきましたが、Wöl f e l  社のチームは 
CASIMIR を改良することで、さらなる向上
が可能になると信じていました。CASIMIR 
モデルの機能向上を図るとき、経験的には次
のようなことが言えます。すなわち、人体の
機能および反応という点に関して、モデルの
構造をよりリアルなものにすれば、それだけ
シミュレーション結果はより正確なものにな
るだろうということです。「CASIMIR にさ
らに多くの解剖学的データを追加すること
で、シミュレーションの精度を向上させるこ
とが可能です」と Siefert 氏は話していま
す。

CASIMIR 改良の第 1 ステップとして、
Wölfel 社のチームは大腿部と臀部の連続体
モデルを開発しました。それは脂肪、筋肉、
そして皮膚をそれぞれ個別に表現するもので
した。モデルをよりリアルなものにするた
め、彼らは米国国立医学図書館の Visible 
Human Project からデータ（CT および MRI 
画像として収集された、厚さ 1 mm 間隔の 
600 枚の断層写真）を取得し、これら 2D 断
面を SCAN-IP ソフトウェアを使用して 3 次
元に組み立て、デジタル化した組織構造をモ
デルに取り込みました。その結果、よりリア
ルな筋肉の 3D ボリュームが得られました。
そ し て 彼 ら は 、 プ リ プ ロ セ ッ サ の 
HyperMesh でモデルをメッシュ分割しまし
た。計算時間を短縮するため、約 20 mm サ
イズの 43,000 個の 1 次 4 面体要素が用いら
れ、臀部組織では 47,000 自由度まで抑えら
れています（図 4 参照）。
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詳細は以下をご覧ください 
www.woelfel.de

図 4. MRI 画像が 3D ジオメトリに組み立てられ、メッシュ分割
されて、改良された CASIMIR の大腿部および臀部の連続体モデ
ルとして取り込まれる。このモデルでは、筋肉はそれぞれ異なる
色で示されている。

図 5a（左）大腿部の筋肉組織の解剖図と、それに対する CASIMIR の筋肉の離散モデルの表現。1 点でなく 1 列に
なって骨格につながる筋肉（たとえば、大内転筋）は、モデルでは複数のストリングを用いて表現されている。図 5b

（右）CASIMIR の大腿部と臀部の筋肉に対する離散モデルには、52 個のストリングが使用されている。
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