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(57)【要約】
【課題】衝突荷重を反衝突側へ効率よく伝達させること
ができる車両骨格構造を提供する。
【解決手段】トンネル部３６とロッカ２６の間を車両幅
方向に沿って架け渡されたクロスメンバ４２が、トンネ
ル部３６の前部３８に接合されたトンネル上リインフォ
ースメント４０に対してブラケット４８を介して接合さ
れている。これにより、車体１１の側面衝突により、ロ
ッカ２６へ衝突荷重が入力された場合、クロスメンバ４
２へ伝達された衝突荷重をトンネル上リインフォースメ
ント４０及びトンネル部３６へ伝達させることができる
。このトンネル部３６を介して当該衝突荷重を反衝突側
のクロスメンバ４４へ効率よく伝達させることができる
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両のフロアパネルの車両幅方向の中央部において車両上下方向の上方側へ突設される
と共に車両前後方向に延在され、車両幅方向に対向して配置された一対の側壁部と前記一
対の側壁部の上端部同士を繋ぐ上壁部とを含んで構成されたトンネル部と、
　前記トンネル部の上壁部及び一対の側壁部をそれぞれ外側から覆い当該トンネル部に接
合されたトンネル上補強部材と、
　前記フロアパネルの車両幅方向の外側に配置され車両前後方向に延在されたロッカと前
記トンネル部の間に車両幅方向に沿って架け渡されると共に前記トンネル上補強部材に直
接又は間接的に接合されたクロスメンバと、
　を有する車両骨格構造。
【請求項２】
　前記クロスメンバと前記トンネル上補強部材を連結する連結部材が設けられ、前記連結
部材を介して当該クロスメンバは当該トンネル上補強部材に間接的に接合されている請求
項１に記載の車両骨格構造。
【請求項３】
　前記連結部材は、前記クロスメンバの前記トンネル部側の端部と前記トンネル上補強部
材の側壁部に接合され、当該連結部材とクロスメンバとで第１閉断面部を形成している請
求項２に記載の車両骨格構造。
【請求項４】
　前記連結部材と前記トンネル上補強部材とで第２閉断面部を形成している請求項２又は
請求項３に記載の車両骨格構造。
【請求項５】
　前記連結部材は、方形の箱形形状を成しており、
　車両前後方向の前側に車両幅方向に沿って配置された前壁部と、
　車両前後方向の後側に前記前壁部と対向して車両幅方向に沿って配置された後壁部と、
　前記前壁部と前記後壁部を繋ぎ車両上下方向の上部に配置された上壁部と、
　前記上壁部、前記前壁部及び前記後壁部を繋ぎ前記ロッカ側に配置された側壁部と、
　を含んで構成されている請求項２～請求項４の何れか１項に記載の車両骨格構造。
【請求項６】
　前記クロスメンバは、前記フロアパネルとで第３閉断面部を形成し、
　車両前後方向の前側に車両幅方向に沿って配置された前壁部と、
　車両前後方向の後側に前記前壁部と対向して車両幅方向に沿って配置された後壁部と、
　前記前壁部と前記後壁部を繋ぎ車両上下方向の上部に配置された上壁部と、
　を含んで構成され、
　少なくとも前記連結部材において前壁部と側壁部とで形成される第１稜線部と前記クロ
スメンバにおいて前壁部と上壁部とで形成された第２稜線部は、車両幅方向に連続するよ
うに設定されている請求項５に記載の車両骨格構造。
【請求項７】
　前記連結部材の前壁部と上壁部とで形成される第３稜線部は、前記クロスメンバの第２
稜線部と車両幅方向に連続するように設定されている請求項６に記載の車両骨格構造。
【請求項８】
　前記連結部材の上壁部の前記トンネル部側に位置して車両前後方向に沿って形成された
第４稜線部は、前記トンネル部の上壁部と側壁部とで形成された第５稜線部又は前記トン
ネル上補強部材の上壁部と側壁部とで形成された第６稜線部と車両上下方向で同じ位置と
なるように設定されている請求項５～請求項７の何れか１項に記載の車両骨格構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車の車両骨格構造に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　フロアパネルのフロアトンネル部（トンネル部）とロッカとの間にフロントクロスメン
バ（クロスメンバ）が架け渡され、当該フロントクロスメンバの車両後方側におけるフロ
アトンネル部の上方側にコンソールボックスが設けられた技術が知られている（例えば、
特許文献１）。
【０００３】
　さらに、この先行技術には、当該コンソールボックスとフロアトンネル部の間にスティ
フナ（トンネル上補強部材）が設けられた技術が開示されている。具体的に説明すると、
当該フロアトンネル部の内部において、左右のフロントクロスメンバ間、及びコンソール
ボックスと対向する位置に、トンネル上補強部材が車両幅方向に沿ってそれぞれ設けられ
ている。車両の側面衝突時にフロントクロスメンバからフロアトンネル部を介してトンネ
ル上補強部材に衝突荷重が伝達されると、フロアトンネル部を介してフロアパネル全体に
伝達させるというものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－１６６７１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、この先行技術では、フロントクロスメンバとスティフナとは車両前後に
離間して配置されている。このため、車両の側面衝突時に車両用シートを介してトンネル
部へ伝達された衝突荷重を反衝突側へ伝達させるには、さらなる改善の余地がある。
【０００６】
　本発明は、上記事実を考慮し、衝突荷重を反衝突側へ効率よく伝達させることが目的で
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１に記載する本発明の車両骨格構造は、車両のフロアパネルの車両幅方向の中央
部において車両上下方向の上方側へ突設されると共に車両前後方向に延在され、車両幅方
向に対向して配置された一対の側壁部と前記一対の側壁部の上端部同士を繋ぐ上壁部とを
含んで構成されたトンネル部と、前記トンネル部の上壁部及び一対の側壁部をそれぞれ外
側から覆い当該トンネル部に接合されたトンネル上補強部材と、前記フロアパネルの車両
幅方向の外側に配置され車両前後方向に延在されたロッカと前記トンネル部の間に車両幅
方向に沿って架け渡されると共に前記トンネル上補強部材に直接又は間接的に接合された
クロスメンバと、を有している。
【０００８】
　請求項１に記載する本発明の車両骨格構造では、車両のフロアパネルの車両幅方向の中
央部において、車両上下方向の上方側へ突設されたトンネル部が車両前後方向に延在され
ている。このトンネル部には、トンネル上補強部材が配設されており、トンネル部の上壁
部及び一対の側壁部をそれぞれ外側から覆い、当該トンネル部に接合されている。また、
フロアパネルの車両幅方向の外側には、車両前後方向に延在されたロッカが配設されてお
り、ロッカとトンネル部の間にはクロスメンバが車両幅方向に沿って架け渡されている。
【０００９】
　ここで、クロスメンバは、トンネル上補強部材に対して直接又は間接的に接合されてい
る。これにより、例えば、車両の側面衝突により、ロッカへ衝突荷重が入力された場合、
クロスメンバへ伝達された衝突荷重をトンネル部及びトンネル上補強部材へ伝達させるこ
とができる。
【００１０】



(4) JP 2017-24490 A 2017.2.2

10

20

30

40

50

　このように、トンネル部に衝突荷重を伝達することによって、当該トンネル部を介して
衝突側とは反対側のクロスメンバへ衝突荷重が伝達されると共に、トンネル部を介して車
両前後方向に沿って衝突荷重が伝達される。すなわち、トンネル部を介して当該衝突荷重
を分散させ、局所集中を抑制することができる。
【００１１】
　ここで、トンネル上補強部材が接合された部分ではトンネル部の強度・剛性は高くなっ
ている。このため、当該トンネル上補強部材にクロスメンバを直接又は間接的に接合させ
ることによって、トンネル部の他の部分にクロスメンバが接合された場合と比較して荷重
伝達効率を上げることができる。
【００１２】
　また、「トンネル部の上壁部及び一対の側壁部をそれぞれ外側から覆い」について、ト
ンネル上補強部材は、トンネル部の上壁部に対して車両上下方向の上方側から覆い、トン
ネル部の側壁部に対してトンネル部の車両幅方向の外側から覆うことを意味する。
【００１３】
　請求項２に記載する本発明の車両骨格構造は、請求項１に記載する本発明の車両骨格構
造において、前記クロスメンバと前記トンネル上補強部材を連結する連結部材が設けられ
、前記連結部材を介して当該クロスメンバは当該トンネル上補強部材に間接的に接合され
ている。
【００１４】
　請求項２に記載する本発明の車両骨格構造では、連結部材を介して、クロスメンバはト
ンネル上補強部材に間接的に接合されている。このため、クロスメンバを直接トンネル上
補強部材に接合させる場合と比較して、当該クロスメンバの形状を複雑化させる必要はな
い。また、既存のクロスメンバをそのまま使用することができる。
【００１５】
　請求項３に記載する本発明の車両骨格構造は、請求項２に記載する本発明の車両骨格構
造において、前記連結部材は、前記クロスメンバの前記トンネル部側の端部と前記トンネ
ル上補強部材の側壁部に接合され、当該連結部材とクロスメンバとで第１閉断面部を形成
している。
【００１６】
　請求項３に記載する本発明の車両骨格構造では、連結部材はクロスメンバのトンネル部
側の端部とトンネル上補強部材の側壁部に接合されており、当該連結部材はクロスメンバ
とで第１閉断面部を形成している。これにより、連結部材とクロスメンバとで形成された
断面が開断面とされた場合と比較して、連結部材自体の剛性を向上させることできる。
【００１７】
　請求項４に記載する本発明の車両骨格構造は、請求項２又は請求項３に記載する本発明
の車両骨格構造において、前記連結部材と前記トンネル上補強部材とで第２閉断面部を形
成している。
【００１８】
　請求項４に記載する本発明の車両骨格構造では、連結部材とトンネル上補強部材とで第
２閉断面部を形成しているため、連結部材とトンネル上補強部材とで形成された断面が開
断面とされた場合と比較して、連結部材自体の剛性をさらに向上させることできる。
【００１９】
　請求項５に記載する本発明の車両骨格構造は、請求項２～請求項４の何れか１項に記載
する本発明の車両骨格構造において、前記連結部材は、方形の箱形形状を成しており、車
両前後方向の前側に車両幅方向に沿って配置された前壁部と、車両前後方向の後側に前記
前壁部と対向して車両幅方向に沿って配置された後壁部と、前記前壁部と前記後壁部を繋
ぎ車両上下方向の上部に配置された上壁部と、前記上壁部、前記前壁部及び前記後壁部を
繋ぎ前記ロッカ側に配置された側壁部と、を含んで構成されている。
【００２０】
　請求項５に記載する本発明の車両骨格構造では、連結部材は、方形の箱形形状を成して



(5) JP 2017-24490 A 2017.2.2

10

20

30

40

50

おり、前壁部、後壁部、上壁部及び側壁部を含んで構成されている。連結部材の前壁部は
、車両前後方向の前側に配置され、車両幅方向に沿って設けられている。この前壁部と対
向して車両前後方向の後側には後壁部が車両幅方向に沿って配置されている。また、連結
部材の車両上下方向の上部には、前壁部と後壁部を繋ぐ上壁部が配置されており、連結部
材のロッカ側には、上壁部、前壁部及び後壁部を繋ぐ側壁部が配置されている。
【００２１】
　本発明では、前述のように、連結部材は方形の箱形形状を成しているため、当該連結部
材には隣接する壁部の間で複数の稜線部が形成される。このように、連結部材において、
稜線部を形成させることによって、当該連結部材の強度・剛性を向上させることができる
。また、稜線部に沿って衝突荷重を伝達させることによって、荷重伝達効率を向上させる
ことができる。
【００２２】
　請求項６に記載する本発明の車両骨格構造は、請求項５に記載する本発明の車両骨格構
造において、前記クロスメンバは、前記フロアパネルとで第３閉断面部を形成し、車両前
後方向の前側に車両幅方向に沿って配置された前壁部と、車両前後方向の後側に前記前壁
部と対向して車両幅方向に沿って配置された後壁部と、前記前壁部と前記後壁部を繋ぎ車
両上下方向の上部に配置された上壁部と、を含んで構成され、少なくとも前記連結部材に
おいて前壁部と側壁部とで形成される第１稜線部と前記クロスメンバにおいて前壁部と上
壁部とで形成された第２稜線部は、車両幅方向に連続するように設定されている。
【００２３】
　請求項６に記載する本発明の車両骨格構造では、クロスメンバとフロアパネルとで第３
閉断面部を形成しているため、クロスメンバとフロアパネルとで形成された断面が開断面
とされた場合と比較して、クロスメンバ自体の剛性を向上させることできる。
【００２４】
　また、クロスメンバは、前壁部、後壁部及び上壁部を含んで構成されている。クロスメ
ンバの前壁部は、車両前後方向の前側に配置され、車両幅方向に沿って設けられている。
この前壁部と対向して車両前後方向の後側には後壁部が車両幅方向に沿って配置されてい
る。また、クロスメンバの車両上下方向の上部には、前壁部と後壁部を繋ぐ上壁部が配置
されている。
【００２５】
　ここで、少なくとも連結部材の前壁部と側壁部とで形成される第１稜線部は、クロスメ
ンバの前壁部と上壁部とで形成された第２稜線部と車両幅方向に連続するように設定され
ている。つまり、クロスメンバの第２稜線部の延長線上に連結部材の第１稜線部が配置さ
れ、クロスメンバの第２稜線部と連結部材の第１稜線部とは荷重伝達経路上で連続して配
置されることになる。
【００２６】
　このため、車両の側面衝突により、ロッカへ入力されクロスメンバへ伝達された衝突荷
重は、当該クロスメンバの第２稜線部から連結部材の第１稜線部へ効果的に伝達される。
したがって、本発明では、クロスメンバの第２稜線部と連結部材の第１稜線部とが荷重伝
達経路上で連続していない場合と比較して、荷重伝達効率をさらに向上させることができ
る。
【００２７】
　ここで、第１稜線部と第２稜線部が「車両幅方向に連続する」について、ここでの稜線
部は、いわゆる稜線のみを意味するものではなく、稜線を含む部位を意味するものであり
、クロスメンバ、連結部材の板厚方向に沿って稜線の反対側の部位も含む概念である。例
えば、クロスメンバの稜線を覆うようにして連結部材が接合された場合、クロスメンバの
稜線と車両幅方向に連続する連結部材の稜線は、厳密に言うと、連結部材の板厚分車両前
後方向にずれてしまい、車両幅方向に連続していないことになる。しかし、本発明におけ
る稜線部は、稜線を含む部位を意味するため、このような場合も「車両幅方向に連続する
」となる。
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【００２８】
　なお、後述する、第２稜線部と第３稜線部、及び第４稜線部と第５稜線部の関係におい
ても、第１稜線部と第２稜線部の関係と略同じであり、これらの稜線部においても稜線を
含む部位を意味する。すなわち、本発明における稜線部と稜線部が「連続する」は、稜線
部と稜線部が「略連続する」の意味であり、稜線部と稜線部が「連続する」場合において
得られる効果と同様の効果が得られる範囲内であればよい。
【００２９】
　請求項７に記載する本発明の車両骨格構造は、請求項６に記載する本発明の車両骨格構
造において、前記連結部材の前壁部と上壁部とで形成される第３稜線部は、前記クロスメ
ンバの第２稜線部と車両幅方向に連続するように設定されている。
【００３０】
　請求項７に記載する本発明の車両骨格構造では、連結部材の前壁部と上壁部とで形成さ
れる第３稜線部が、クロスメンバの第２稜線部と車両幅方向に連続するように形成されて
いる。つまり、クロスメンバの第２稜線部と連結部材の第３稜線部とは、連結部材の第１
稜線部を介して荷重伝達経路上で連続して配置されることになる。
【００３１】
　このため、車両の側面衝突により、ロッカへ入力されクロスメンバへ伝達された衝突荷
重は、当該クロスメンバの第２稜線部から連結部材の第１稜線部へ伝達された後、連結部
材の第３稜線部へ効果的に伝達されることになる。したがって、本発明では、クロスメン
バの第２稜線部と連結部材の第３稜線部とが荷重伝達経路上で連続していない場合と比較
して、荷重伝達ロスを少なくすることができる。これにより、連結部材を介して荷重伝達
させるクロスメンバからトンネル部への荷重伝達効率をさらに向上させることができる。
【００３２】
　請求項８に記載する本発明の車両骨格構造は、請求項５～請求項７の何れか１項に記載
する本発明の車両骨格構造において、前記連結部材の上壁部の前記トンネル部側に位置し
て車両前後方向に沿って形成された第４稜線部は、前記トンネル部の上壁部と側壁部とで
形成された第５稜線部又は前記トンネル上補強部材の上壁部と側壁部とで形成された第６
稜線部と車両上下方向で同じ位置となるように設定されている。
【００３３】
　請求項８に記載する本発明の車両骨格構造では、連結部材の上壁部のトンネル部側には
、第４稜線部が車両前後方向に沿って形成されている。そして、当該第４稜線部は、トン
ネル部の上壁部と側壁部とで形成された第５稜線部又はトンネル上補強部材の上壁部と側
壁部とで形成された第６稜線部と車両上下方向で同じ位置となるように設定されている。
【００３４】
　つまり、連結部材の第４稜線部とトンネル部の第５稜線部（又はトンネル上補強部材の
第６稜線部）とは荷重伝達経路上で連続して配置されることになる。このため、車両の側
面衝突により、ロッカへ入力されクロスメンバへ伝達された衝突荷重は、連結部材の第４
稜線部からトンネル部の第５稜線部（又はトンネル上補強部材の第６稜線部）へ効果的に
伝達されることになる。
【００３５】
　したがって、本発明では、連結部材の第４稜線部とトンネル部の第５稜線部（又はトン
ネル上補強部材の第６稜線部）とが荷重伝達経路上で連続していない場合と比較して、荷
重伝達効率をさらに向上させることができる。
【００３６】
　そして、トンネル部に衝突荷重を効率よく伝達することによって、当該トンネル部を介
して衝突側とは反対側（反衝突側）のクロスメンバへ衝突荷重が伝達されると共に、トン
ネル部を介して車両前後方向に沿って衝突荷重が伝達される。すなわち、トンネル部を介
して当該衝突荷重を車両前後方向及び車両幅方向に沿って分散させ、局所集中を抑制する
ことができる。
【００３７】
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　ここで、前述のように、本発明における稜線部は、いわゆる稜線のみを意味するもので
はなく、稜線を含む部位を意味するものであり、連結部材、トンネル部の上面側及び下面
側の部位も含む概念である。そして、稜線部と稜線部が「車両上下方向で同じ位置」とは
、「車両上下方向で略同じ位置」の意味であり、稜線部と稜線部が「車両上下方向で同じ
位置」にある場合において得られる効果と同様の効果が得られる範囲内であればよい。
【発明の効果】
【００３８】
　以上、説明したように、請求項１に係る車両骨格構造は、衝突荷重を反衝突側へ効率よ
く伝達させることができる、という優れた効果を有する。
【００３９】
　請求項２に係る車両骨格構造は、クロスメンバとトンネル上補強部材を連結させる連結
部材を別途設けることで、既存のフロアパネルに適用させることができる、という優れた
効果を有する。
【００４０】
　請求項３に係る車両骨格構造は、連結部材自体の剛性を向上させ、荷重伝達効率を上げ
ることできる、という優れた効果を有する。
【００４１】
　請求項４に係る車両骨格構造は、連結部材自体の剛性をさらに向上させ、荷重伝達効率
をさらに上げることできる、という優れた効果を有する。
【００４２】
　請求項５に係る車両骨格構造は、連結部材の強度・剛性を向上させることができる、と
いう優れた効果を有する。
【００４３】
　請求項６に係る車両骨格構造は、クロスメンバ自体の剛性を向上させると共に、荷重伝
達効率を上げることできる、という優れた効果を有する。
【００４４】
　請求項７に係る車両骨格構造は、連結部材を介して荷重伝達させるクロスメンバからト
ンネル部への荷重伝達効率をさらに向上させることができる、という優れた効果を有する
。
【００４５】
　請求項８に係る車両骨格構造は、トンネル上補強部材からトンネル部への荷重伝達効率
を上げ、当該トンネル部を介して衝突荷重を分散させることができる、という優れた効果
を有する。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本実施の形態に係る車両骨格構造を示す斜視図である。
【図２】本実施の形態に係る車両骨格構造を含む車両前部の平面図である。
【図３】本実施の形態に係る車両骨格構造の要部を示す分解斜視図である。
【図４】本実施の形態に係る車両骨格構造の要部を示す斜視図である。
【図５】本実施の形態に係る車両骨格構造の作用を説明するための図２に対応する平面図
である。
【図６】本実施の形態に係る車両骨格構造の変形例を示す図４に対応する斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００４７】
　本発明の実施形態に係る車両骨格構造について図面に基づいて説明する。なお、各図に
適宜記す矢印ＦＲ、矢印ＵＰ、矢印ＲＨ、及び矢印ＬＨは、それぞれ本発明の一実施形態
に係る車両骨格構造１０が適用された車両の前方向、上方向、右方向及び左方向を示して
いる。以下、単に前後、上下、左右の方向を用いて説明する場合は、特に断りのない限り
、車両前後方向の前後、車両上下方向の上下、前方向を向いた場合の左右を示すものとす
る。
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【００４８】
　（車両骨格構造の構成）
　まず、本実施の形態に係る車両骨格構造の構成について説明する。
【００４９】
　図２に示されるように、車両前部１２にはパワーユニットルーム１４が設けられており
、当該パワーユニットルーム１４はダッシュパネル１６によって車室１８と区画されてい
る。パワーユニットルーム１４の車両幅方向の外側には、一対のフロントサイドメンバ２
０、２２が配置されており、フロントサイドメンバ２０、２２の車両幅方向の外側にはタ
イヤ２３がそれぞれ配設されている。また、フロントサイドメンバ２０、２２は、それぞ
れ車両前後方向に沿って延在されており、フロントサイドメンバ２０、２２の後端部２０
Ａ、２２Ａは、ダッシュパネル１６に対して溶接等によりそれぞれ結合されている。
【００５０】
　なお、図示はしないが、ダッシュパネル１６の下端部には、車室１８の床部を構成する
フロアパネル２５の前端部が接合されており、ダッシュパネル１６とフロアパネル２５と
は一体化されている。また、本実施形態における接合は、以下の説明も含み、例えば、ス
ポット溶接等による溶接が挙げられる。また、ダッシュパネル１６とフロアパネル２５と
は一体形成されてもよい。
【００５１】
　フロアパネル２５の車両幅方向の両側には、車両前後方向に沿ってロッカ２６、２８が
それぞれ延在されている。図１に示されるように、ロッカ２６、２８は、車両幅方向の外
側に配設されたロッカアウタパネル３０と、車両幅方向の内側に配設されたロッカインナ
パネル３２と、を含んで構成されている。
【００５２】
　ロッカアウタパネル３０及びロッカインナパネル３２の車両幅方向に沿って切断したと
きの断面形状は、互いに向き合う側が開放された略ハット状を成している。ロッカアウタ
パネル３０の一般部３０Ａ及びロッカインナパネル３２の一般部３２Ａの上部及び下部か
らは、上下一対のフランジ部３０Ｂ、３２Ｂが車両上下方向に沿ってそれぞれ張り出して
いる。このフランジ部３０Ｂ、３２Ｂ同士が溶接で接合されることで、ロッカ２６、２８
において車両前後方向に延在する閉断面部３４が形成されている。
【００５３】
　ここで、フロアパネル２５は車体１１の左右で分割されており、一対のフロアパネル２
４で構成されている。フロアパネル２５の車両幅方向の中央部（フロアパネル２４とフロ
アパネル２４の間）には、車両前後方向に沿ってトンネル部３６が延在している。トンネ
ル部３６は、車両幅方向に沿って切断したときの断面形状が下方側に開口する略逆Ｕ字状
を成しており、上壁部３６Ａと当該上壁部３６Ａの左右に位置する一対の側壁部３６Ｂ、
３６Ｃとを備えている。
【００５４】
　一対の側壁部３６Ｂ、３６Ｃは、上壁部３６Ａの車両幅方向の外側の端部から下方側へ
向けてそれぞれ車両幅方向の外側へ傾斜した傾斜壁部とされている。側壁部３６Ｂ、３６
Ｃの下端部からは、トンネル部３６の車両幅方向の外側へ向かって折れ曲がる外フランジ
部３６Ｄ、３６Ｅがそれぞれ延出されている。
【００５５】
　そして、当該外フランジ部３６Ｄ、３６Ｅは、フロアパネル２４の下面２４Ａにそれぞ
れ接合されている。これにより、フロアパネル２４とトンネル部３６とが一体化される。
なお、フロアパネル２４とトンネル部３６とは一体形成されてもよい。
【００５６】
　ここで、トンネル部３６の前部３８には、トンネル上補強部材としてのトンネル上リイ
ンフォースメント４０が接合されている。具体的に説明すると、トンネル上リインフォー
スメント４０は、車両幅方向に沿って切断したときの断面形状が下方側に開口する略逆Ｕ
字状を成しており、上壁部４０Ａと当該上壁部４０Ａの左右に位置する一対の側壁部４０
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Ｂ、４０Ｃとを備えている。
【００５７】
　そして、トンネル上リインフォースメント４０の上壁部４０Ａは、トンネル部３６の上
壁部３６Ａに当接され、トンネル上リインフォースメント４０の側壁部４０Ｂ、４０Ｃは
、トンネル部３６の側壁部３６Ｂ、３６Ｃにそれぞれ当接される。トンネル上リインフォ
ースメント４０の上壁部４０Ａは、車両前後方向の前部側の中央部が上方へ向かって膨ら
んでおり、トンネル部３６の上壁部３６Ａとの間で図示しない閉断面部が形成されている
。
【００５８】
　また、トンネル上リインフォースメント４０の上壁部４０Ａの前部には、前フランジ部
４０Ｄが形成され、当該上壁部４０Ａの後部には、後フランジ部４０Ｅが形成されている
。そして、トンネル上リインフォースメント４０は、トンネル部３６を外側から覆うよう
にして、前フランジ部４０Ｄ及び後フランジ部４０Ｅがトンネル部３６の上壁部３６Ａに
それぞれ接合され、側壁部４０Ｂ、４０Ｃがトンネル部３６の側壁部３６Ｂ、３６Ｃにそ
れぞれ接合されている。
【００５９】
　また、トンネル上リインフォースメント４０の上壁部４０Ａには、複数の座部４１及び
取付穴４３が形成されている。取付穴４３には、図示しないパーキングブレーキが取付け
られるようになっており、座部４１には当該パーキングブレーキとトンネル上リインフォ
ースメント４０の間に介在される図示しないトンネルボックスが固定されるようになって
いる。
【００６０】
　一方、フロアパネル２４の上面２４Ｂには、トンネル部３６を間に置いて、クロスメン
バ４２、４４がそれぞれ設けられている。なお、クロスメンバ４２とクロスメンバ４４の
構成は略同じであるため、以下、クロスメンバ４２について説明を行い、クロスメンバ４
４については説明を割愛する。但し、クロスメンバ４４側で図示した方が見やすい場合も
あるため、クロスメンバ４４について、詳細部位の符号をクロスメンバ４２と同じ符号に
して説明する。
【００６１】
　クロスメンバ４２は、トンネル部３６とロッカ２６の間を車両幅方向に沿って架け渡さ
れており、車両前後方向に沿って複数（この図では１本）配設されている。クロスメンバ
４２は、車両前後方向に沿って切断したときの断面形状が下方側に開口する略逆Ｕ字状を
成している。
【００６２】
　具体的に説明すると、クロスメンバ４２は、当該クロスメンバ４２の前部に配置された
前壁部４２Ａと、前壁部４２Ａと対向してクロスメンバ４２の後部に配置された後壁部４
２Ｂと、前壁部４２Ａと後壁部４２Ｂを繋いでクロスメンバ４２の上部に配置され上壁部
４２Ｃと、を含んで構成されている。なお、上壁部４２Ｃにおいて、長手方向（車両幅方
向）に対して直交する幅方向の中央部には、上方へ向かって突出する突出部４２Ｄが車両
幅方向に沿って形成されている。
【００６３】
　また、前壁部４２Ａの下端部からは前方へ向かって折れ曲がる前フランジ部４２Ｅが延
出されており、後壁部４２Ｂの下端部からは後方へ向かって折れ曲がる後フランジ部４２
Ｆ（図２参照） が延出されている。そして、前フランジ部４２Ｅ及び後フランジ部４２
Ｆは、フロアパネル２４の上面２４Ｂにそれぞれ溶接等により結合されている。これによ
り、当該クロスメンバ４２は、フロアパネル２４との間で第３閉断面部としての閉断面部
４６が形成される。
【００６４】
　また、クロスメンバ４２のロッカ２６側では、前壁部４２Ａの外端部４２Ａ１から当該
前壁部４２Ａに対して外側へ折れ曲がり、車両前後方向に沿って延出する前フランジ部４
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２Ｅが形成されている。また、クロスメンバ４２のロッカ２６側において、上壁部４２Ｃ
の外端部４２Ｃ１からは、当該上壁部４２Ｃに対して外側へ折れ曲がり車両上下方向に沿
って延出する上フランジ部４２Ｆが形成されている。さらに、クロスメンバ４２のロッカ
２６側において、後壁部４２Ｂの外端部４２Ｂ１からは、当該後壁部４２Ｂに対して外側
へ折れ曲がり車両前後方向に沿って延出する後フランジ部４２Ｇが形成されている。そし
て、前フランジ部４２Ｅ、上フランジ部４２Ｆ及び後フランジ部４２Ｇは、一体となって
ロッカ２６側から見た側面視で略逆Ｕ字状を成して接合部５１が形成されている。この接
合部５１がロッカインナパネル３２に対して溶接等により結合されている。
【００６５】
　一方、図３に示されるように、クロスメンバ４２のトンネル部３６側では、前壁部４２
Ａの外端部４２Ａ２から当該前壁部４２Ａに対して外側へ折れ曲がり、車両前後方向に沿
って延出する前フランジ部４２Ｈが形成されている。また、クロスメンバ４２のトンネル
部３６側において、上壁部４２Ｃの外端部４２Ｃ２からは、当該上壁部４２Ｃに対して外
側へ折れ曲がり、車両上下方向に沿って延出する上フランジ部４２Ｊが形成されている。
さらに、クロスメンバ４２のトンネル部３６側において、後壁部４２Ｂの外端部４２Ｂ２
からは、当該後壁部４２Ｂに対して外側へ折れ曲がり、車両前後方向に沿って延出する後
フランジ部４２Ｋが形成されている。そして、前フランジ部４２Ｈ、上フランジ部４２Ｊ
及び後フランジ部４２Ｋは、一体となってトンネル部３６側から見た側面視で略逆Ｕ字状
を成して接合部５３が形成されている。この接合部５３がトンネル部３６の側壁部３６Ｂ
に対して溶接等により結合されている。以上のようにして、クロスメンバ４２は、ロッカ
２６とトンネル部３６を車両幅方向に沿って架け渡されている。
【００６６】
　ここで、クロスメンバ４２は、トンネル部３６とロッカ２６の間に配設されており、ト
ンネル上リインフォースメント４０とクロスメンバ４２の間には、連結部材としてのブラ
ケット４８が介在している。また、クロスメンバ４２とロッカ２６の間には、ブラケット
４９が介在している。当該ブラケット４８、４９は、所謂シートブラケットとされており
、クロスメンバ４２に配設され、乗員が着座する図示しないシートを支持する部材である
。勿論、本実施形態における連結部材としてのブラケット４８をシートブラケットと兼用
させる必要はない。
【００６７】
　本実施形態では、ブラケット４８とブラケット４９は、若干形状が異なるものの基本的
な構成は略同じであるため、連結部材としてのブラケット４８について説明を行い、ブラ
ケット４９については説明を割愛する。但し、ブラケット４９側で図示した方が見やすい
場合もあるため、ブラケット４９について、詳細部位の符号をブラケット４８と同じ符号
にして説明する。
【００６８】
　図１及び図３に示されるように、ブラケット４８は略方形の箱形形状を成している。具
体的に説明すると、ブラケット４８は、当該ブラケット４８の前部に配置された前壁部４
８Ａと、前壁部４８Ａと対向してブラケット４８の後部に配置された後壁部４８Ｂと、を
含んで構成されている。さらに、ブラケット４８は、前壁部４８Ａと後壁部４８Ｂを繋い
でブラケット４８の上部に配置された上壁部４８Ｃと、前壁部４８Ａ、後壁部４８Ｂ及び
上壁部４８Ｃ、を繋いでロッカ２６側に配置された側壁部４８Ｄと、を含んでいる。
【００６９】
　側壁部４８Ｄの下端部４８Ｄ１からは、当該ブラケット４８の外側へ折れ曲がり車両幅
方向に沿って延出する外フランジ部４８Ｅが形成されている。なお、外フランジ部４８Ｅ
には、クロスメンバ４２の上壁部４２Ｃに形成された突出部４２Ｄの形状に合わせて上方
へ向かって突出する突出部４８Ｅ１が形成されている。
【００７０】
　また、外フランジ部４８Ｅは、前壁部４８Ａ及び後壁部４８Ｂと一体となって形成され
ている。つまり、前壁部４８Ａには、側壁部４８Ｄの外面４８Ｄ２から張り出し車両幅方



(11) JP 2017-24490 A 2017.2.2

10

20

30

40

50

向に沿って延出する延出片４８Ａ１が形成され、後壁部４８Ｂには、側壁部４８Ｄの外面
４８Ｄ２から張り出し車両幅方向に沿って延出する延出片４８Ｂ１が形成されている。そ
して、当該延出片４８Ａ１、外フランジ部４８Ｅ及び延出片４８Ｂ１が一体となって側壁
部４８Ｄ側から見た側面視で略逆Ｕ字状を成す接合部５０が形成されている。この接合部
５０がクロスメンバ４２対して溶接等により結合されている。
【００７１】
　つまり、接合部５０の延出片４８Ａ１、外フランジ部４８Ｅ、延出片４８Ｂ１は、それ
ぞれクロスメンバ４２の前壁部４２Ａ、上壁部４２Ｃ、後壁部４２Ｂにそれぞれ接合され
る。この状態で、ブラケット４８とクロスメンバ４２とで第１閉断面部としての閉断面部
５２（図１に示すブラケット４９側参照）が形成されている。
【００７２】
　また、ブラケット４８のトンネル上リインフォースメント４０側では、前壁部４８Ａ、
の開口端部４８Ａ２から当該前壁部４８Ａに対して外側へ折れ曲がり、車両前後方向に沿
って延出する前フランジ部４８Ｆが形成されている。また、ブラケット４８の後壁部４８
Ｂの開口端部４８Ｂ２からは、当該後壁部４８Ｂに対して外側へ折れ曲がり、車両前後方
向に沿って延出する後フランジ部４８Ｇが形成されている。さらに、ブラケット４８の上
壁部４８Ｃの開口端部４８Ｃ１からは、当該上壁部４８Ｃに対して外側へ折れ曲がり、車
両前後方向に沿って延出する上フランジ部４８Ｈが形成されている。そして、前フランジ
部４８Ｆ、後フランジ部４８Ｇ及び上フランジ部４８Ｈは、一体となって側壁部４８Ｄ側
から見た側面視で略逆Ｕ字状を成して接合部５５が形成されている。
【００７３】
　この接合部５５がトンネル上リインフォースメント４０の側壁部４０Ｂに対して溶接等
により接合されおり、この状態で、ブラケット４８とトンネル上リインフォースメント４
０とで第２閉断面部としての閉断面部５４（図１に示すブラケット４９側参照）が形成さ
れている。
【００７４】
　このように、ブラケット４８は、クロスメンバ４２及びトンネル上リインフォースメン
ト４０とで閉断面部を形成しており、第２閉断面部としての閉断面部５４は、前述した第
１閉断面部としての閉断面部５２と連通している。このため、閉断面部５４と閉断面部５
２は同じ空間となるが、説明の便宜上、符号を変えて説明している。
【００７５】
　ここで、図３及び図４に示されるように、ブラケット４８の接合部５０において、延出
片４８Ａ１と外フランジ部４８Ｅとで形成された稜線部Ｐは、クロスメンバ４２の前壁部
４２Ａと上壁部４２Ｃとで形成された第２稜線部としての稜線部Ｑと車両幅方向に連続す
るように設定されている。
【００７６】
　なお、ここでの稜線部Ｐと稜線部Ｑが「車両幅方向に連続する」について、当該稜線部
は、いわゆる稜線のみを意味するものではなく、稜線を含む部位を意味するものである。
つまり、クロスメンバ４２、ブラケット４８の板厚方向に沿ってそれぞれ稜線Ｑ、Ｐの反
対側の部位も含む概念である。
【００７７】
　例えば、クロスメンバ４２の稜線Ｑを覆うようにしてブラケット４８が接合された場合
、クロスメンバ４２の稜線Ｑと車両幅方向に連続するブラケット４８の稜線Ｐは、厳密に
言うと、ブラケット４８の板厚分車両前後方向にずれてしまい、車両幅方向に連続してい
ないことになる。しかし、本実施形態における稜線部は、稜線を含む部位を意味するもの
であるため、これも含めて「車両幅方向に連続する」となる。
【００７８】
　なお、後述する、稜線部Ｒと稜線部Ｑ及び稜線部Ｓと稜線部Ｑの関係においても、稜線
部Ｐと稜線部Ｑの関係と略同じであり、これらの稜線部においても稜線を含む部位を意味
する。すなわち、本実施形態における稜線部と稜線部が「連続する」は、稜線部と稜線部
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が「略連続する」の意味であり、稜線部と稜線部が「連続する」場合において得られる効
果と同様の効果が得られる範囲内であればよい。
【００７９】
　また、ブラケット４８の接合部５０において、外フランジ部４８Ｅと延出片４８Ｂ１と
で形成された稜線部Ｐ１は、クロスメンバ４２の上壁部４２Ｃと後壁部４２Ｂとで形成さ
れた稜線部Ｑ１と車両幅方向に連続するように設定されている。
【００８０】
　さらに、ブラケット４８の前壁部４８Ａと側壁部４８Ｄとで形成された第１稜線部とし
ての稜線部Ｒは、稜線部Ｐと連続して、クロスメンバ４２の稜線部Ｑと車両幅方向に連続
するように設定されている。また、ブラケット４８の側壁部４８Ｄと後壁部４８Ｂとで形
成された稜線部Ｒ１は、稜線部Ｐ１と連続して、クロスメンバ４２の稜線部Ｑ１と車両幅
方向に連続するように設定されている。
【００８１】
　さらにまた、ブラケット４８の前壁部４８Ａと上壁部４８Ｃとで形成された第３稜線部
としての稜線部Ｓは、クロスメンバ４２の稜線部Ｑと車両幅方向に連続するように形成さ
れている。
【００８２】
　また、ブラケット４８の上壁部４８Ｃの開口端部４８Ｃ１である第４稜線部としての稜
線部Ｔは、トンネル部３６の上壁部３６Ａと側壁部３６Ｂとで形成された第５稜線部とし
ての稜線部Ｕと車両上下方向で同じ位置となるように設定されている。なお、ブラケット
４８の稜線部Ｔは、トンネル上リインフォースメント４０の上壁部４０Ａと側壁部４０Ｂ
とで形成された第６稜線部としての稜線部Ｖと車両上下方向で同じ位置となるように設定
されてもよい。
【００８３】
　なお、ここでの稜線部Ｔと稜線部Ｕ、稜線部Ｖについて、前述のように、本実施形態に
おける稜線部は、いわゆる稜線のみを意味するものではなく、稜線を含む部位を意味する
ものである。つまり、ここでは、ブラケット４８の上壁部４８Ｃ、トンネル部３６の上壁
部３６Ａ、トンネル上リインフォースメント４０の上壁部４０Ａの上面側及び裏面側の部
位をそれぞれ含む概念である。そして、稜線部Ｔと稜線部Ｕ、稜線部Ｖが「車両上下方向
で同じ位置となる」は「車両上下方向で略同じ位置」の意味であり、稜線部と稜線部が「
車両上下方向で同じ位置」にある場合において得られる効果と同様の効果が得られる範囲
内であればよい。
【００８４】
　（車両骨格構造の作用・効果）
　次に、本実施の形態に係る車両骨格構造の作用・効果について説明する。
【００８５】
　図１に示されるように、本実施形態では、トンネル部３６の前部３８にトンネル上リイ
ンフォースメント４０が接合されており、これにより、トンネル部３６の強度・剛性は高
くなっている。このトンネル部３６とロッカ２６の間を車両幅方向に沿って架け渡された
クロスメンバ４２が、当該トンネル上リインフォースメント４０に対してブラケット４８
を介して間接的に接合されている。
【００８６】
　これにより、例えば、図５に示されるように、車体（車両）１１の側面衝突により、ロ
ッカ２６へ衝突荷重Ｆ１が入力された場合、当該ロッカ２６を介してクロスメンバ４２へ
伝達された衝突荷重Ｆ１１をトンネル上リインフォースメント４０及びトンネル部３６へ
伝達させることができる。
【００８７】
　トンネル部３６に衝突荷重Ｆ１１を伝達することによって、当該トンネル部３６を介し
て反衝突側のクロスメンバ４４へ衝突荷重Ｆ１２が伝達されると共に、トンネル部３６を
介して車両前後方向に沿って衝突荷重Ｆ１３が伝達される。すなわち、トンネル部３６を
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介して当該衝突荷重Ｆ１１を衝突荷重Ｆ１２、Ｆ１３等に分散させ、局所集中を抑制する
ことができる。
【００８８】
　一方、衝突形態として、側面衝突以外に、例えば、車両前面に対してフロントサイドメ
ンバ２０よりも車両幅方向の外側から衝突体が衝突した場合（所謂微小ラップ衝突；衝突
荷重Ｆ２）やフロントサイドメンバ２０の車両幅方向の外側から衝突体が斜め衝突（所謂
オブリーク衝突；衝突荷重Ｆ３）等がある。
【００８９】
　このような衝突形態により、車体１１に衝突荷重Ｆ２、又は衝突荷重Ｆ３が入力された
場合でも、ロッカ２６へ伝達された衝突荷重Ｆ２１、又は衝突荷重Ｆ３１をクロスメンバ
４２へ伝達（衝突荷重Ｆ２２、又は衝突荷重Ｆ３２）させる。そして、当該衝突荷重Ｆ２

２、又は衝突荷重Ｆ３２を側面衝突と同様、トンネル上リインフォースメント４０からト
ンネル部３６へ伝達させ、局所集中を抑制することができる。
【００９０】
　なお、本実施形態では、クロスメンバ４２とトンネル上リインフォースメント４０を接
合する連結部材としてシートブラケット（ブラケット４８）が用いられている。つまり、
シートを支持するための部材を当該連結部材として兼用している。このため、図４に示さ
れるように、ブラケット４８の上壁部４８Ｃには、シートを固定するための締結孔４８Ｃ
２が複数形成されている。このように、シートを支持するための部材を連結部材として兼
用することで、当該連結部材を別途設けた場合と比較して、部品点数の増加やコストアッ
プを抑えることができる。
【００９１】
　また、図１及び図３に示されるように、トンネル部３６の前部３８にトンネル上リイン
フォースメント４０が接合されることにより、トンネル部３６の強度・剛性は高くなって
いる。このため、当該トンネル上リインフォースメント４０にクロスメンバ４２を直接又
は間接的に接合させることによって、トンネル部３６の他の部分にクロスメンバ４２が接
合された場合と比較して荷重伝達効率を上げることができる。
【００９２】
　また、本実施形態では、トンネル上リインフォースメント４０とクロスメンバ４２を連
結するブラケット４８が設けられており、当該ブラケット４８を介して、クロスメンバ４
２はトンネル上リインフォースメント４０に接合されている。つまり、クロスメンバ４２
はトンネル上リインフォースメント４０に対して間接的に接合されている。
【００９３】
　このため、クロスメンバ４２を直接トンネル上リインフォースメント４０に接合させる
場合と比較して、当該クロスメンバ４２の形状を複雑化させる必要はない。また、図示は
しないが、既存のクロスメンバをそのまま使用することができるため、既存の車種におい
て汎用性が高い。　
【００９４】
　さらに、本実施形態では、ブラケット４８は、クロスメンバ４２のトンネル部３６側の
端部４５とトンネル上リインフォースメント４０の側壁部３６Ｂに接合（連結）され、当
該クロスメンバ４２とで閉断面部５２（図１に示すブラケット４９側参照）を形成してい
る。これにより、図示はしないが、ブラケット４８とクロスメンバ４２とで形成された断
面が開断面とされた場合と比較して、ブラケット４８自体の剛性を向上させ、荷重伝達効
率を上げることできる。
【００９５】
　またさらに、ブラケット４８とトンネル上リインフォースメント４０とで第２閉断面部
５４（図１に示すブラケット４９側参照）を形成している。つまり、ブラケット４８は、
クロスメンバ４２及びトンネル上リインフォースメント４０とで閉断面部５２、５４を形
成している。このため、図示はしないが、ブラケット４８とクロスメンバ４２又はトンネ
ル上リインフォースメント４０とで形成された断面が開断面とされた場合と比較して、ブ
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ラケット４８自体の剛性をさらに向上させることでき、荷重伝達効率をさらに上げること
できる。
【００９６】
　また、本実施形態では、ブラケット４８は、方形の箱形形状を成しており、当該ブラケ
ット４８には複数の稜線部Ｐ、Ｒ、Ｓ等が車両幅方向に沿って形成されている。このよう
に、ブラケット４８において、稜線部Ｐ、Ｒ、Ｓ等を形成させることによって、当該ブラ
ケット４８の強度・剛性を向上させることができる。また、稜線部Ｐ、Ｒ、Ｓ等に沿って
衝突荷重Ｆ１１（図４参照）を伝達させることによって、荷重伝達効率をさらに向上させ
ることができる。
【００９７】
　ここで、ブラケット４８に形成された稜線部Ｒは、稜線部Ｐと連続してクロスメンバ４
２に形成された稜線部Ｑと車両幅方向に連続するように形成されている。つまり、クロス
メンバ４２の稜線部Ｑの延長線上にブラケット４８の稜線部Ｐ、Ｒが配置され、クロスメ
ンバ４２の稜線部Ｑとブラケット４８の稜線部Ｐ、Ｒとは荷重伝達経路上で連続して配置
されることになる。
【００９８】
　このため、図５に示されるように、車体１１の側面衝突により、ロッカ２６へ入力され
クロスメンバ４２へ伝達された衝突荷重Ｆ１１は、当該クロスメンバ４２の稜線部Ｑから
ブラケット４８の稜線部Ｐへ効果的に伝達される。したがって、本実施形態では、クロス
メンバ４２の稜線部Ｑとブラケット４８の稜線部Ｐとが荷重伝達経路上で連続していない
場合と比較して、荷重伝達効率をさらに向上させることができる。
【００９９】
　なお、本実施形態では、図３に示されるように、ブラケット４８に形成された稜線部Ｒ

１は、稜線部Ｐ１と連続してクロスメンバ４２に形成された稜線部Ｑ１と車両幅方向に連
続するように形成されている。このため、ブラケット４８において、クロスメンバ４２の
稜線部Ｑ１と連続する稜線部Ｐ１を形成することによっても、クロスメンバ４２の稜線部
Ｑと連続する稜線部Ｐを形成した場合の効果と略同じ効果が得られる。
【０１００】
　また、本実施形態では、図４に示されるように、ブラケット４８に形成された稜線部Ｓ
は、クロスメンバ４２に形成された稜線部Ｑと車両幅方向に連続するように形成されてい
る。つまり、ブラケット４８の稜線部Ｓは稜線部Ｐ、Ｒと車両幅方向に連続しており、ク
ロスメンバ４２の稜線部Ｑとブラケット４８の稜線部Ｓとは、ブラケット４８の稜線部Ｐ
、Ｒを介して荷重伝達経路上で連続して配置されている。
【０１０１】
　なお、ここでは側壁部４８Ｄはブラケット４８の正面視で略台形状を成しており、上部
側の方が下部側よりも狭くなるように形成されている。このため、稜線部Ｓは稜線部Ｐよ
りも若干車両前後方向の後方側に配置にされることになるが、前述した「略連続する」の
意を踏まえると、ブラケット４８の稜線部Ｓとクロスメンバ４２の稜線部Ｑとは、車両幅
方向に連続しているとみなされる。
【０１０２】
　このため、図５に示されるように、車体１１の側面衝突により、ロッカ２６へ入力され
クロスメンバ４２へ伝達された衝突荷重Ｆ１１は、クロスメンバ４２の稜線部Ｑからブラ
ケット４８の稜線部Ｐへ伝達された後、ブラケット４８の稜線部Ｓへ効果的に伝達される
ことになる。したがって、本実施形態では、クロスメンバ４２の稜線部Ｑとブラケット４
８の稜線部Ｓとが荷重伝達経路上で連続していない場合と比較して、荷重伝達効率をさら
に向上させることができる。
【０１０３】
　なお、本実施形態では、図３に示されるように、ブラケット４８に形成された稜線部Ｓ

１は、クロスメンバ４２に形成された稜線部Ｑ１と車両幅方向に連続するように形成され
ている。つまり、ブラケット４８の稜線部Ｓ１は稜線部Ｐ１、Ｒ１と車両幅方向に連続し
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ており、クロスメンバ４２の稜線部Ｑ１とブラケット４８の稜線部Ｓ１とは、ブラケット
４８の稜線部Ｐ１、Ｒ１を介して荷重伝達経路上で連続して配置されている。このため、
ブラケット４８において、クロスメンバ４２の稜線部Ｑ１と連続する稜線部Ｐ１、Ｒ１、
Ｓ１を形成することによっても、クロスメンバ４２の稜線部Ｑと連続する稜線部Ｐ、Ｒ、
Ｓを形成した場合の効果と略同じ効果が得られる。
【０１０４】
　さらに、本実施形態では、図４に示されるように、ブラケット４８の稜線部Ｔは、トン
ネル部３６の稜線部Ｕと車両上下方向で同じ位置となるように設定されている。このため
、ブラケット４８の稜線部Ｔとトンネル上リインフォースメント４０の稜線部Ｖとは荷重
伝達経路上で連続して配置されることになる。
【０１０５】
　したがって、図５に示されるように、車体１１の側面衝突により、ロッカ２６へ入力さ
れクロスメンバ４２へ伝達された衝突荷重Ｆ１１は、ブラケット４８の上壁部４８Ｃから
トンネル上リインフォースメント４０の上壁部４０Ａへ効果的に伝達されることになる。
これにより、本実施形態では、ブラケット４８の稜線部Ｕとトンネル上リインフォースメ
ント４０の稜線部Ｕとが荷重伝達経路上で連続していない場合と比較して、荷重伝達効率
をさらに向上させることができる。
【０１０６】
　ここで、トンネル上リインフォースメント４０はトンネル部３６を覆い接合されている
。このため、衝突荷重Ｆ１１をトンネル部３６へ効率よく伝達することによって、当該ト
ンネル部３６を介して反衝突側のクロスメンバ４４へ衝突荷重Ｆ１２が伝達されると共に
、トンネル部３６を介して車両前後方向に沿って衝突荷重Ｆ１３が伝達される。すなわち
、トンネル部３６を介して当該衝突荷重Ｆ１１を車両前後方向及び車両幅方向に沿って分
散させ、局所集中を抑制することができる。
【０１０７】
　例えば、図示はしないが、微小ラップ衝突や側面衝突時にクロスメンバ４２からトンネ
ル部３６へ衝突荷重が伝達され、当該トンネル部３６が変形すると、フロアパネル２４の
打点剥がれが発生する場合がある。このため、トンネル部３６の変形を抑制するため、一
般に、トンネル部３６の下部に補強部材（いわゆるトンネル下リインフォースメント）を
接合させる方法が採用される。
【０１０８】
　しかしながら、小型乗用車の場合、パーキングブレーキを補強するため、パーキングブ
レーキの下方側に補強部材（いわゆるトンネル上リインフォースメント）を接合させる場
合がある。このような場合、トンネル部を間において、トンネル上リインフォースメント
とトンネル下リインフォースメントが平面視で重なるように配置されることとなるが、こ
れらの部材を溶接により打点結合することは生産上困難である。
【０１０９】
　このため、本実施形態では、図５に示すクロスメンバ４２へ伝達された衝突荷重Ｆをト
ンネル上リインフォースメント４０へ荷重伝達させることによって、トンネル部３６を介
して当該衝突荷重Ｆを分散させ、局所集中を抑制することができる。これにより、フロア
パネル２４の打点破れの抑制・防止を図ることができ、本実施形態によれば、小型乗用車
に対して特に効果的である。なお、ここでの衝突荷重Ｆは、衝突荷重Ｆ１、Ｆ２、Ｆ３が
入力される場合の衝突形態を含む総称として使用している。
【０１１０】
（本実施形態の補足説明）
　さらに、本実施形態では、図１に示されるように、ブラケット４８において、クロスメ
ンバ４２とで閉断面部５２が形成され、トンネル上リインフォースメント４０とで閉断面
部５４が形成されて閉断面部５２と閉断面部５４が連通している例について説明している
。しかし、本実施形態は、これに限るものではない。例えば、閉断面部５２と閉断面部５
４とが区画された形状であってもよい。また、閉断面部５２及び閉断面部５４のうち何れ
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か一方のみが形成された形状であってもよい。
【０１１１】
　さらに、ブラケット４８は箱形形状に限るものではなく、閉断面部５２及び閉断面部５
４が形成されない形状であってもよい。例えば、図示はしないが、中実状の部材を用いて
もよい。これ以外にも、例えば、閉断面部５２が形成されない形状として、図示はしない
が、ブラケット４８において、側壁部４８Ｄが形成されていない形状であってもよい。ま
た、閉断面部５４が形成されない形状として、図示はしないが、ブラケット４８において
、前壁部４８Ａ又は後壁部４８Ｂが形成されていない形状であってもよい。つまり、当該
ブラケットは、クロスメンバ４２とトンネル上リインフォースメント４０との間で、車両
幅方向に沿って衝突荷重を伝達させる壁部が設けられていればよい。
【０１１２】
　また、本実施形態では、クロスメンバ４２は、フロアパネル２４との間で閉断面部４６
を形成しているが、当該クロスメンバ４２の形状はこれに限るものではない。例えば、図
示はしないが、中実状の部材を用いてもよい。
【０１１３】
　また、本実施形態では、図４に示されるように、ブラケット４８において、隣接する壁
部（前壁部４８Ａ、側壁部４８Ｄ、上壁部４８Ｃ）において稜線部（Ｐ、Ｒ、Ｓ）を形成
したが、これに限るものではない。例えば、図示はしないが、ブラケット４８の壁部にリ
ブを形成して当該リブによって稜線部を形成してもよい。リブを形成することによってブ
ラケット４８の剛性は高くなり、荷重伝達効率をさらに向上させることができる。
【０１１４】
　さらに、本実施形態では、ブラケット４８の稜線部Ｓがクロスメンバ４２の稜線部Ｐと
車両幅方向に連続するように形成されているが、少なくともブラケット４８の稜線部Ｒが
クロスメンバ４２の稜線部Ｑと車両幅方向に連続するように形成されていればよいため、
これに限るものではない。
【０１１５】
　例えば、ブラケット４８の稜線部Ｓは、稜線部Ｐに対して車両前後方向でズレた位置と
なるように形成されてもよい。ブラケット４８の前壁部４８Ａ全体を荷重伝達経路として
衝突荷重Ｆ１１をトンネル部３６へ伝達させることができるからである。このため、本実
施形態では、ブラケット４８の側壁部４８Ｄは上部側の方が下部側よりも狭くなるように
形成されているが、側壁部４８Ｄは上部側の方が下部側よりも広くなるように形成されて
もよい。この場合、図示はしないが、クロスメンバ４２からの衝撃荷重は分散された状態
でトンネル上リインフォースメント４０へ伝達されることになる。
【０１１６】
　また、本実施形態では、図４に示されるように、ブラケット４８において、クロスメン
バ４２の稜線部Ｑと連続する稜線部Ｐ、Ｒ、Ｓが形成されると共に、稜線部Ｑ１と連続す
る稜線部Ｐ１、Ｒ１、Ｓ１が形成されている。しかし、車両前方から衝撃荷重Ｆ２、Ｆ３

（図５参照）が入力されるような衝突形態を考慮すると、ブラケット４８の車両前後方向
の後部側（稜線部Ｐ１、Ｒ１、Ｓ１）よりも前部側（稜線部Ｐ、Ｒ、Ｓ）において荷重伝
達効率を上げた方がより高い効果を得ることができる。したがって、ブラケット４８にお
いて、クロスメンバ４２の稜線部Ｑ１と連続する稜線部Ｐ１、Ｒ１、Ｓ１を形成すること
は必ずしも必要ではない。
【０１１７】
　また、クロスメンバ４２からトンネル上リインフォースメント４０へ衝突荷重を伝達さ
せることができれば良いため、ブラケット４８において、稜線部Ｐ、Ｒ、Ｓの形成は必ず
しも必要ではない。なお、ブラケット４８の稜線部Ｔについても稜線部Ｐ、Ｒ、Ｓと同様
、必ずしも必要ではない。
【０１１８】
　さらに、本実施形態では、図２に示されるように、フロアパネル２４の車両幅方向の両
側に本実施の形態に係る車両骨格構造１０が適用された例について説明したが、当該車両
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骨格構造１０はフロアパネル２４の車両幅方向の片側だけに配設されてもよい。
【０１１９】
　また、本実施形態では、図４に示されるように、トンネル部３６の前部３８にトンネル
上リインフォースメント４０が接合された例について説明したが、当該トンネル上リイン
フォースメント４０が接合される部位は、トンネル部３６の前部３８に限るものではない
。つまり、図示はしないが、トンネル上リインフォースメントは、クロスメンバとトンネ
ル部の荷重伝達経路上に接合されていればよい。このため、トンネル上リインフォースメ
ントは、トンネル部の後部に接合されてもよい。また、トンネル上リインフォースメント
は、トンネル部の前部及び後部において複数箇所接合されてもよいし、トンネル部の前部
から後部に亘って接合されてもよい。
【０１２０】
　さらに、本実施形態では、トンネル部３６の上側にトンネル上リインフォースメント４
０が設けられた例について説明している。しかし、本実施形形態は、これに限らず、図示
はしないが、トンネル部３６の上側に限らず下側にも所謂トンネル下リインフォースメン
トが設けられた構造であっても適用可能である。
【０１２１】
（その他の本実施形態）
　以上の実施形態では、図４に示されるように、トンネル上リインフォースメント４０と
クロスメンバ４２の間にブラケット４８が介在し、当該ブラケット４８を介して、クロス
メンバ４２がトンネル上リインフォースメント４０に対して間接的に接合されるようにし
ている。しかし、本実施形態ではこれに限るものではない。
【０１２２】
　例えば、図６に示されるように、クロスメンバ６０がトンネル上リインフォースメント
４０に対して直接的に接合されるようにしてもよい。上記の実施形態と異なる箇所につい
て具体的に説明すると、クロスメンバ６０のトンネル上リインフォースメント４０側には
、トンネル部３６の側壁部３６Ｂの形状に沿って上方へ向かって起立する接合部６２が形
成されている。
【０１２３】
　当該接合部６２の先端面６２Ａはトンネル部３６の上壁部４０Ａに対して略平行となる
ように形成されている。そして、当該先端面６２Ａのトンネル上リインフォースメント４
０側に位置して車両前後方向に沿って形成された第４稜線部としての稜線部Ｔは、トンネ
ル部３６の上壁部４０Ａと側壁部３６Ｂとで形成された第５稜線部としての稜線部Ｕに対
して車両上下方向で同じ位置となるように設定されている。
【０１２４】
　このように、クロスメンバ６０をトンネル上リインフォースメント４０に対して直接的
に接合されるように形成することによって、部品点数を増やすことなく本実施形態におけ
る適用が可能となる。また、本実施形態によれば、シートブラケットの有無に拘らず、ク
ロスメンバ６０をトンネル上リインフォースメント４０に接合させることができる。
【０１２５】
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明はこうした実施形態に限定され
るものでなく、一実施形態及び各種の変形例を適宜組み合わせて用いても良いし、本発明
の要旨を逸脱しない範囲において、種々なる態様で実施し得ることは勿論である。
【符号の説明】
【０１２６】
　　　１０    車両骨格構造
　　　１１    車体（車両）
　　　２５    フロアパネル
　　　２６    ロッカ
　　　２８    ロッカ
　　　３６    トンネル部
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　　　３６Ａ  上壁部（トンネル部の上壁部）
　　　３６Ｂ  側壁部（トンネル部の側壁部）
　　　４０    トンネル上リインフォースメント（トンネル上補強部材）
　　　４０Ａ  上壁部（トンネル上補強部材の上壁部）
　　　４０Ｂ  側壁部（トンネル上補強部材の側壁部）
　　　４２    クロスメンバ
　　　４２Ａ  前壁部（クロスメンバの前壁部）
　　　４２Ｂ  後壁部（クロスメンバの後壁部）
　　　４２Ｃ  上壁部（クロスメンバの上壁部）
　　　４４    クロスメンバ
　　　４５    端部（クロスメンバのトンネル部側の端部）
　　　４６    閉断面部（第３閉断面部）
　　　４８    ブラケット（連結部材）
　　　４８Ａ  前壁部（連結部材の前壁部）
　　　４８Ｂ  後壁部（連結部材の後壁部）
　　　４８Ｃ  上壁部（連結部材の上壁部）
　　　４８Ｄ  側壁部（連結部材の側壁部）
　　　５２    閉断面部（第１閉断面部）
　　　５４    閉断面部（第２閉断面部）
　　　６０    クロスメンバ
　　　Ｑ      稜線部（第２稜線部）
　　　Ｒ      稜線部（第１稜線部）
　　　Ｓ      稜線部（第３稜線部）
　　　Ｔ      稜線部（第４稜線部）
　　　Ｕ      稜線部（第５稜線部）
　　　Ｖ      稜線部（第６稜線部）
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【図３】 【図４】
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