
                               

 FF 車のエンジンマウントにおけるショック防振に関する基礎的考察 

 

門松 晃司 1）  

 

Basic Considerations on Shock Isolation for Engine Mounts of FWD Cars 

 

Kadomatsu Koji 

 

Isolation rubber with load-displacement nonlinearity has the disadvantage that it is prone to induce shocks for transient input force.  A one-

degree-of-freedom vibration system with nonlinear two-stage folding stiffness was subjected to a step external force, and the half-sine-like 

transfer force to the foundation was analyzed and its maximum value and duration time were calculated.  As a result, the shock characteristics of 

the engine mounts could be evaluated by using the shock response spectrum. 
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１．ま え が き 

本稿は無減衰 2 段折ればね特性を持つ防振ゴムに質量を付

加した理想化した単純 1 自由度振動系にステップ外力を負荷

した時のショックパルス伝達力の持続時間をラプラス変換で

解析したものである．このショックパルス伝達力を正弦半波

に近似して SRS を得れば，エンジンマウント特性の加速ショ

ックに対する特性を評価できる． 

パワープラントを車両の横方向に搭載した前輪駆動乗用車 

(FF 車)のエンジンマウントはタイヤ駆動反力を支持するた

め，エンジン振動の防振との両立に工夫が必要である．すなわ

ち防振ゴムの振動遮断性能を向上させるため，静止状態や低

負荷時のみゴム剛性を低下させる設計法は常套手段である．

しかしこの設計法はタイヤ駆動反力が過渡的に大きく入力す

る時，防振ゴム剛性の急変によってパルス状のショックがエ

ンジンマウントに発生しやすい欠点を持っている． 

このパルス状のボディ伝達力はボディを振動させ乗員に不

快な運転環境を与えることになる． このパルス状のエンジ

ンマウント伝達力がボディを励振する影響の大きさを評価す

るには通常，ショックレスポンススペクトル(SRS)を用いる．

実際のパルス形状は単純な形ではないが，基礎設計時は矩形

波や正弦半波などを用いることが多い．このような理想化さ

れた伝達力波形は最大値と持続時間で概略の特性が決まる． 

防振ゴムの荷重-変位特性を直線 2段折れとし，入力をステ

ップ状にした解析解の伝達力最大値は森村らの論文(1)にみら

れる．しかし，持続時間については明確な解析解は無いようで

ある． 本稿は，ショックパルス伝達力の持続時間をラプラス

変換により解析したものである． 

 

 

 

 

２．FF車のエンジンマウント 

２.1. エンジンマウントのレイアウト 

FF車のエンジンマウント配置の１例を Fig.1に示す． 

この配置は，慣性主軸方式や十字マウント方式と呼ばれ，パ

ワープラント自重を支持する主マウントとタイヤ駆動トルク

のロール方向反力を支持するロールマウントが異なる役割を

持つことが特徴である． 静止時や低負荷のアイドル時には，

微小振幅時のロールマウント剛性を小さくして，防振性能を

向上させる．一方，定常又は減速走行中にアクセルペダルを急

に踏み込むとタイヤ駆動トルクが急激に増大し，ロールマウ

ントの変位が大きくなる大負荷時には剛性を大きくして，パ

ワープラントの揺動角を実用的な範囲内に制限する．アイド

ル時はロール方向起振力が主となる場合が多く，又加速中の

タイヤトルク反力も同じロール方向であることが両者を両立

させる設計の難しさである． 

 

２.2. 加速ショック 

実車における加速ショック発生時の実験結果を Fig.2 に示

す(2)． 

 

Fig.1 Typical engine mount layout (2) 
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Fig.2 Time-histories of shock during acceleration(2)     Fig.3 Simple shock mechanism  



                               

 (a)ドライブシャフトの駆動トルクは wide open throttle 

(WOT)から急激に立ち上がり，ねじり振動を発生後一定値に

なる．(b)エンジンマウントのロール特性(ロールモーメント 

vs. ロール角)は変位非線形である．(c)リヤロールマウント

の伝達力は，ドライブシャフトトルクの波形にパルス状の急

激なピークが重畳している．(d)車体振動には伝達力パルス

と同時刻にショックが発生している．車体振動の主成分は車

体の曲げ振動であり，通常 20～30Hzに共振がある．すなわ

ちエンジンマウントに起因する加速ショックは，エンジンマ

ウントの非線形性により衝撃パルス力が発生し，車体の曲げ

振動を誘発するものである．従って，ショックを低減するた

めには衝撃パルス力が車体曲げ振動に与える影響を小さくす

ればよく，その評価には一般にショックレスポンススペクト

ル(SRS)が用いられる．SRSの一例を Fig.4に示す．ボディへ

の伝達力を正弦半波パルスと仮定し，パルス最大値と持続時

間を 𝑡0 ，応答振動系の周期を 𝑇 とする． 

 

Fig.4 example of SRS  

(residual response for half-sin wave)(3) 

 

３．単純化したショックモデル 

ここで単純モデルによる解析を試み，Fig.3のような単純

化した物理モデルで表すことにする．すなわち，入力トルク

はステップ入力に，エンジンマウントは２段非線形に簡略化

すると，ばね特性の２段目で発生する基礎への伝達力(衝撃

パルス)を得られる．この衝撃パルスを車体曲げ振動を単純

化した１自由度振動系に与え，SRSを求めればショック評価

が可能となる．ここでパルスの最大値は，エネルギー法(1)や

ラプラス変換法により解析的に得ることができる． 

Fig.5におけるばね非線形特性の折れ点を a とする． 

記号の説明及び，代表的な数値 1例を( )に示す． 

𝐹𝑎：a点のトルク(800Nm) 

𝑥𝑎：a点の角変位(0.04rad) 

𝑘1：１段目ばね定数(20000Nm/rad) 

𝑘2：２段目ばね定数(80000Nm/rad) 

𝐹𝑖𝑛：ステップトルクの大きさ(1200Nm) 

𝑚：慣性モーメント(8kgm2) 

 

Fig.5 non-linear stiffness 

 

Fig.6 transmitted moment and roll angle 



                               

４．計算解析 

以上の条件により，a点の角速度𝑣𝑎をラプラス変換法によ

り計算する． 

𝑣𝑎 =
𝐹𝑖𝑛

√𝑚𝑘1
√1 − (1 −

𝐹𝑎

𝐹𝑖𝑛
)

2

         (1) 

 

次に a点以降の状態を，初速度 𝑣𝑎 ，ステップトルク 

𝐹𝑖𝑛 − 𝐹𝑎 として，a点を新原点とする角変位𝑦(𝑡)は， 

同様に次式となる． 

 

𝑦(𝑡) =
𝐹𝑖𝑛−𝐹𝑎

𝑘2
{1 − 𝑐𝑜𝑠 (√

𝑘2

𝑚
𝑡)} +

√𝑚𝑘2

𝑘2
𝑣𝑎𝑠𝑖𝑛 (√

𝑘2

𝑚
𝑡) 

(2) 

 

ボディへの伝達力立ち上がりが a点 であり，伝達力最大値

を b点 ，伝達力が a と等しくなる点を c点 とする． 

２段目パルスの持続時間  𝑡0(= 𝑡𝑐 − 𝑡𝑎)は， 

 

𝑦(𝑡0) = 0   (3) 

を解いて得られる． 

式(3)の解は，式(4)，式(5)となる． 

𝑡0  =

𝜋 +  2𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (
𝐹𝑖𝑛 − 𝐹𝑎

√(𝐹𝑖𝑛 − 𝐹𝑎)2 + 𝑚𝑘2𝑣𝑎
2

)

√𝑘2 𝑚⁄
     (4) 

=

𝜋 +  2𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (
𝐹𝑖𝑛 − 𝐹𝑎

√(𝐹𝑖𝑛 − 𝐹𝑎)2 + 𝐹𝑎(2𝐹𝑖𝑛 − 𝐹𝑎) 𝑘2 𝑘1⁄
)

√𝑘2 𝑚⁄
 

(5) 

Fig.6 のボディへの伝達力波形(b)を正弦半波に近似すれ

ば，SRSを計算できる(3)． 

ここでは，加速度応答 SRS を例として Fig.7 に示す．自動

車ボディの固有振動数を 20Hz と仮定すると，固有周期𝑇は

0.05sec となる．加速ショックの実例(Fig.2) 𝑡0=0.04s を

Fig.7 に重ね書きすると，図中黒丸となる．すなわち，𝑡0 が

増大すると，加速ショックが良化する傾向にある． 

 

 

Fig.7 Shock Response Spectrum for half-sine 

５．非線形特性の変化による持続時間 𝑡0への影響 

𝑘2 𝑘1⁄ の変化に対する持続時間𝑡0の変化を Fig.8に示す． 

これは，a 点を固定しておき，𝑘2 のみ変化させた場合であ

る． 設計の 1 例として，𝑘2 𝑘1⁄ を小さくすると𝑡0が増大し，

Fig.7の SRSでは，加速ショックが低下する． 

 

 

Fig.8 Duration time 𝑡0 vs. 𝑘2 𝑘1⁄  ratio 

 

次に，𝐹𝑖𝑛を固定しておき，𝐹𝑎を変化させた場合の持続時間

𝑡0の変化を Fig.9 に示す．𝐹𝑎 𝐹𝑖𝑛⁄ が小さくなると𝑡0が増大し，

同様に加速ショックが低下する予想となる． 

Fig.9 Duration time 𝑡0 vs. 𝐹𝑎 𝐹𝑖𝑛⁄  ratio 

 

６．まとめ 

無減衰 2段折ればね特性を持つ防振ゴムに質量を付加した

理想化された単純 1自由度振動系にステップ外力を負荷した

時の基礎へのショックパルス伝達力の持続時間をラプラス変

換で解析した． 

 



                               

７．考察 

基礎へのショックパルス伝達力の最大値(𝐹𝑜𝑝𝑒𝑎𝑘)は，森村ら

の解析により次式で与えられる(1)． 

𝐹𝑜𝑝𝑒𝑎𝑘 = {1 + √(1 −
𝑘2

𝑘1
) (

𝐹𝑎

𝐹𝑖𝑛
− 1)

2

+
𝑘2

𝑘1
} 𝐹𝑖𝑛 − 𝐹𝑎 

 

𝐹𝑜𝑝𝑒𝑎𝑘 と 𝑡0 が分かれば，伝達力波形を正弦半波に近似して，

SRSが得られ，エンジンマウントの加速ショックに対する特性

の解析解を得る． 
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