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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の車幅方向に回転軸が位置する横置きエンジン、ドライブシャフトを介して、前記
横置きエンジンの出力を前輪に伝達するトランスミッション、及びプロペラシャフトを介
して、前記トランスミッションの出力を後輪に伝達するトランスファーで構成したパワー
トレインと、
該パワートレインの後部、及び車体を連結するとともに、前記パワートレインを揺動可能
に弾性支持するリヤマウントブラケットとを備えた車両のパワートレイン支持構造であっ
て、
前記リヤマウントブラケットの前部を、
前記ドライブシャフトの下方で、かつ前記トランスミッションと前記トランスファーとが
車幅方向で重合する車両上下方向の位置において、中間ブラケットを介して前記トランス
ファーに連結する構成とし、
前記中間ブラケットに、
弾性を有するとともに、前記リヤマウントブラケットの前部が連結する前部マウントブッ
シュを備えた
車両のパワートレイン支持構造。
【請求項２】
　車両の車幅方向に回転軸が位置する横置きエンジン、ドライブシャフトを介して、前記
横置きエンジンの出力を前輪に伝達するトランスミッション、及びプロペラシャフトを介
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して、前記トランスミッションの出力を後輪に伝達するトランスファーで構成したパワー
トレインと、
該パワートレインの後部、及び車体を連結するとともに、前記パワートレインを揺動可能
に弾性支持するリヤマウントブラケットとを備えた車両のパワートレイン支持構造であっ
て、
前記リヤマウントブラケットの前部を、
前記ドライブシャフトの下方で、かつ前記トランスミッションと前記トランスファーとが
車幅方向で重合する車両上下方向の位置において、弾性を有する前部マウントブッシュを
介して前記トランスファーに連結する構成とし、
前記前部マウントブッシュを、
前記トランスファーに一体的に備えた
車両のパワートレイン支持構造。
【請求項３】
　前記リヤマウントブラケットの後部に、
車体に螺合する連結ボルトの挿通を車両上下方向から許容するボルト挿通孔を有するとと
もに、弾性を有する後部マウントブッシュを備えた
請求項１または請求項２に記載の車両のパワートレイン支持構造。
【請求項４】
　前記ドライブシャフトよりも車両後方で、かつ前記プロペラシャフトよりも車両下方に
、
車幅方向に延びるクロスメンバと、
前記前輪を転舵可能に連結するとともに、前記クロスメンバに固定したステアリングギヤ
ボックスとを備え、
前記クロスメンバに、
車幅方向に延びるとともに車両下方に凹設した凹溝部を備え、
前記ステアリングギヤボックスを、
前記クロスメンバの前記凹溝部に配置した
請求項１から請求項３のいずれか１つに記載の車両のパワートレイン支持構造。
【請求項５】
　前記車体に対して前記横置きエンジンを揺動可能に弾性支持するエンジン側マウントブ
ラケットと、
前記車体に対して前記トランスミッションを揺動可能に弾性支持するミッション側マウン
トブラケットとを備え、
前記リヤマウントブラケットを、
車体における車幅方向の略中央に配置し、
前記エンジン側マウントブラケット、及び前記ミッション側マウントブラケットを、
前記リヤマウントブラケットの前部に対して車両前方で、かつ車両上方の位置において、
前記パワートレインを懸架する構成とした
請求項１から請求項４のいずれか１つに記載の車両のパワートレイン支持構造。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、例えば、横置きエンジンの出力を後輪に伝達するトランスファーを備えた
パワートレインをマウントブラケットで支持するような車両のパワートレイン支持構造に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車幅方向に回転軸が位置する横置きエンジンを備えた車両において、前輪のみが
駆動する前輪駆動車と、四輪が駆動する四輪駆動車とが設定されていることがある。　



(3) JP 6156351 B2 2017.7.5

10

20

30

40

50

　前輪駆動車の場合、横置きエンジン、及びトランスミッションで構成されたパワートレ
インは、例えば、車幅方向の両端を装着される右マウントブラケット、及び左マウントブ
ラケットと、トランスミッションに装着されるリヤマウントブラケットとを介して車体に
支持されている。
【０００３】
　一方、四輪駆動車の場合、横置きエンジン、トランスミッション、及びトランスファー
で構成されたパワートレインは、例えば、車幅方向の両端を装着される右マウントブラケ
ット、及び左マウントブラケットと、トランスファーに装着されるリヤマウントブラケッ
トとを介して車体に支持されている。　
　このようにリヤマウントブラケットは、前輪駆動車ではトランスミッションに連結され
るが、四輪駆動車ではトランスファーに連結されることがある。
【０００４】
　例えば、特許文献１に記載の車両のパワートレイン構造は、横置きエンジンの四輪駆動
車において、リヤマウントブラケットの前部（エンジンリヤマウントブラケット６６）を
トランスファーの側部に連結固定し、リヤマウントブラケットの後部（メンバ側取付け部
材６０）をエンジンリヤマウントメンバに連結固定している。
【０００５】
　このエンジンリヤマウントメンバは、運転席と助手席との間において、車両上方に膨出
するとともに、前後方向に延びるトンネル部の下方を、車幅方向で橋架するような形状に
形成さてれている。そして、トンネル部とエンジンリヤマウントメンバとで囲われた空間
内を挿通するプロペラシャフトの側方に、リヤマウントブラケットの後部（メンバ側取付
け部材６０）が位置するように配置されている。
【０００６】
　ところで、昨今では、乗員が乗り込む車室内空間の確保、並びペダルレイアウトの最適
化などの観点から、フロアパネルの車室内への張り出し等を抑制したいというニーズがあ
る。　
　しかしながら、特許文献１は、プロペラシャフトの側方にマウントブラケットが位置す
ることで、トンネル部における車幅方向の長さが長くなるため、運転席及び助手席のスペ
ースが狭くなるおそれがあった。
【０００７】
　このため、特許文献１の車両のパワートレイン構造では、アクセルペダルやブレーキペ
ダルの配置スペースに制約が生じて、適切なドライビングポジションを設定できないとい
う問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００３－１０４０７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、上述の問題を鑑みて、横置きエンジンを搭載した車両において、トランスフ
ァーを備えた場合であっても、車室内への影響を抑制できる車両のパワートレイン支持構
造を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この発明は、車両の車幅方向に回転軸が位置する横置きエンジン、ドライブシャフトを
介して、前記横置きエンジンの出力を前輪に伝達するトランスミッション、及びプロペラ
シャフトを介して、前記トランスミッションの出力を後輪に伝達するトランスファーで構
成したパワートレインと、該パワートレインの後部、及び車体を連結するとともに、前記
パワートレインを揺動可能に弾性支持するリヤマウントブラケットとを備えた車両のパワ
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ートレイン支持構造であって、前記リヤマウントブラケットの前部を、前記ドライブシャ
フトの下方で、かつ前記トランスミッションと前記トランスファーとが車幅方向で重合す
る車両上下方向の位置において、中間ブラケットを介して前記トランスファーに連結する
構成とし、前記中間ブラケットに、弾性を有するとともに、前記リヤマウントブラケット
の前部が連結する前部マウントブッシュを備えたことを特徴とする。
【００１１】
　上記トランスミッションとトランスファーとが車幅方向で重合するとは、車両側面視に
おいてトランスミッションとトランスファーとが重なり合った状態であればよく、トラン
スミッションとトランスファーとが車幅方向で当接していなくてもよい。
【００１２】
　上記リヤマウントブラケットは、弾性を有する弾性部材を一体的に備えたリヤマウント
ブラケット、あるいはトランスファー側ブラケット、車体側ブラケット、及び弾性を有す
る弾性部材で構成したリヤマウントブラケットなどとすることができる。
【００１３】
　この発明により、横置きエンジンを搭載した車両において、トランスファーを備えた場
合であっても、車室内への影響を抑制することができる。　
　具体的には、ドライブシャフトの下方において、リヤマウントブラケットをトランスフ
ァーに連結したことにより、車両のパワートレイン支持構造は、車体に対するリヤマウン
トブラケットの位置を車両前方側に配置することができる。
【００１４】
　さらに、トランスミッションとトランスファーとが車幅方向で重合する車両上下方向の
位置において、リヤマウントブラケットの前部をトランスファーに連結することにより、
車両のパワートレイン支持構造は、車体に対するリヤマウントブラケットの位置を車両下
方側に容易に配置することができる。
【００１５】
　例えば、トランスファーの後端下方に配置したサスペンションクロスメンバに、車両前
後方向に延びるリヤマウントブラケットの後部を連結した場合、車両のパワートレイン支
持構造は、サスペンションクロスメンバと略同等の車両上下方向の位置で、かつサスペン
ションクロスメンバよりも車両前方の位置にリヤマウントブラケットを配置することがで
きる。
【００１６】
　これにより、車両のパワートレイン支持構造は、車体に対するパワートレインの搭載位
置を車両下方側に下げることができる。このため、例えば、前輪駆動と四輪駆動とが設定
された車両において、車両のパワートレイン支持構造は、前輪駆動車におけるリヤマウン
トブラケットとトランスミッションとの連結位置と、四輪駆動車におけるリヤマウントブ
ラケットとトランスファーとの連結位置とを、容易に略同位置にすることができる。
【００１７】
　つまり、車両のパワートレイン支持構造は、例えば、前輪駆動と四輪駆動とが設定され
た車両において、前輪駆動車の全高と、四輪駆動車の全高とを略同一にすることができる
。　
　さらに、車体に対するパワートレインの搭載位置を車両下方側に配置できることで、車
両のパワートレイン支持構造は、フロアパネル及びダッシュパネルの車室内側への膨出を
抑制するとともに、プロペラシャフトが挿通するフロアトンネルの大型化を抑制すること
ができる。
【００１８】
　従って、車両のパワートレイン支持構造は、車体に対するパワートレインの搭載位置を
車両下方に下げることができ、トランスファーを備えた場合であっても、車室内への影響
を抑制することができる。
【００１９】
　また本発明は、前記リヤマウントブラケットの前部と前記トランスファーとを、中間ブ
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ラケットを介して連結する構成とし、前記中間ブラケットに、弾性を有するとともに、前
記リヤマウントブラケットの前部が連結する前部マウントブッシュを備えたことを特徴と
する。
【００２０】
　この発明により、車両のパワートレイン支持構造は、トランスファーを作り分けること
なく、容易に前部マウントブッシュを介在させることができる。　
　具体的には、横置きエンジンの車両であっても車種ごとに前部マウントブッシュの大き
さなどが異なることがあるため、前部マウントブッシュをトランスファーに一体的に備え
た場合、車種ごとにトランスファーケースを作り分ける必要がある。
【００２１】
　これに対して、中間ブラケットを設けるとともに、中間ブラケットに前部マウントブッ
シュを備えたことにより、車両のパワートレイン支持構造は、トランスファーケースを作
り分けることなく、車種ごとに適した前部マウントブッシュを介してトランスファーとリ
ヤマウントブラケットとを連結することができる。
【００２２】
　従って、車両のパワートレイン支持構造は、中間ブラケットを介してトランスファーと
リヤマウントブラケットとを連結することで、トランスファーを作り分けることなく、容
易に前部マウントブッシュを介在させることができる。
【００２３】
　またこの発明は、車両の車幅方向に回転軸が位置する横置きエンジン、ドライブシャフ
トを介して、前記横置きエンジンの出力を前輪に伝達するトランスミッション、及びプロ
ペラシャフトを介して、前記トランスミッションの出力を後輪に伝達するトランスファー
で構成したパワートレインと、該パワートレインの後部、及び車体を連結するとともに、
前記パワートレインを揺動可能に弾性支持するリヤマウントブラケットとを備えた車両の
パワートレイン支持構造であって、前記リヤマウントブラケットの前部を、前記ドライブ
シャフトの下方で、かつ前記トランスミッションと前記トランスファーとが車幅方向で重
合する車両上下方向の位置において、弾性を有する前部マウントブッシュを介して前記ト
ランスファーに連結する構成とし、前記前部マウントブッシュを、前記トランスファーに
一体的に備えたことを特徴とする。
【００２４】
　この発明により、車両のパワートレイン支持構造は、車体に対するパワートレインの搭
載位置を車両下方に下げることができ、トランスファーを備えた場合であっても、車室内
への影響を抑制することができる。
【００２５】
　さらに、車両のパワートレイン支持構造は、部品点数の増加を抑制するとともに、前部
マウントブッシュを介してリヤマウントブラケットとトランスファーとを連結することが
できる。
【００２６】
　この発明の態様として、前記リヤマウントブラケットの後部に、車体に螺合する連結ボ
ルトの挿通を車両上下方向から許容するボルト挿通孔を有するとともに、弾性を有する後
部マウントブッシュを備えることができる。　
　この発明により、車両のパワートレイン支持構造は、車体に対するパワートレインの搭
載位置を下げても、車体側との干渉を抑制することができる。
【００２７】
　具体的には、例えば、車幅方向から連結ボルトの挿通を許容する後部マウントブッシュ
を有するリヤマウントブラケットを、サスペンションクロスメンバに連結する場合、サス
ペンションクロスメンバの上面側にリヤマウントブラケットを支持するメンバ側ブラケッ
トを配置する必要がある。
【００２８】
　さらに、略円筒状の後部マウントブッシュの場合、後部マウントブッシュの外径によっ
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て、車両上下方向におけるリヤマウントブラケットの長さが長くなり易い。このため、メ
ンバ側ブラケットの高さが高くなり、車体に対するパワートレインの搭載位置を下げると
、トランスファーやプロペラシャフトが、メンバ側ブラケットと干渉するおそれがある。
【００２９】
　これに対して、車両上下方向から連結ボルトの挿通を許容する後部マウントブッシュを
リヤマウントブラケットに備えたことにより、車両のパワートレイン支持構造は、車両上
下方向におけるリヤマウントブラケットの長さを短く抑制することができる。
【００３０】
　例えば、略円筒状の後部マウントブッシュの場合、後部マウントブッシュにおける径方
向の長さに対して、軸方向の長さの方が短くなり易い。このため、車両上下方向から連結
ボルトを後部マウントブッシュに挿入するリヤマウントブラケットは、車幅方向から連結
ボルトを挿通する場合に比べて、車両上下方向における長さを短く抑制することができる
。
【００３１】
　これにより、車両のパワートレイン支持構造は、リヤマウントブラケットの後部が連結
される連結箇所の高さを、車幅方向から連結ボルトの挿通する場合に比べて低く抑えるこ
とができる。
【００３２】
　従って、車両のパワートレイン支持構造は、車両上下方向から連結ボルトの挿通を許容
する後部マウントブッシュによって、車体に対するパワートレインの搭載位置を下げても
、トランスファーやプロペラシャフトなどが車体側と干渉することを防止できる。
【００３３】
　またこの発明の態様として、前記ドライブシャフトよりも車両後方で、かつ前記プロペ
ラシャフトよりも車両下方に、車幅方向に延びるクロスメンバと、前記前輪を転舵可能に
連結するとともに、前記クロスメンバに固定したステアリングギヤボックスとを備え、前
記クロスメンバに、車幅方向に延びるとともに車両下方に凹設した凹溝部を備え、前記ス
テアリングギヤボックスを、前記クロスメンバの前記凹溝部に配置することができる。
【００３４】
　この発明により、車両のパワートレイン支持構造は、車体に対するパワートレインの搭
載位置をより車両下方に下げることができる。　
　具体的には、横置きエンジンを備えた車両において、ステアリングギヤボックスは、パ
ワートレインよりも車両後方に配置されることが多い。このため、車体に対するパワート
レインの搭載位置を下げると、例えば、トランスファーの後端やプロペラシャフトと、ス
テアリングギヤボックスとが干渉するおそれがある。
【００３５】
　そこで、クロスメンバに形成した凹溝部に、ステアリングギヤボックスを配置したこと
により、車両のパワートレイン支持構造は、車体に対するステアリングギヤボックスの搭
載位置を車両下方に下げることができる。つまり、車両のパワートレイン支持構造は、パ
ワートレインとステアリングギヤボックスとが干渉することなく、車体に対するパワート
レインの搭載位置をより車両下方に下げることができる。
【００３６】
　さらに、例えば、前輪駆動と四輪駆動とが設定された車両において、車両のパワートレ
イン支持構造は、車体に対するステアリングギヤボックスの搭載位置を、前輪駆動車と四
輪駆動車とで略同位置にすることができる。このため、車両のパワートレイン支持構造は
、前輪駆動車と四輪駆動車とにおける車体に対するパワートレインの搭載位置の差をより
抑制でき、共通部品の割合を増加することができる。
【００３７】
　加えて、車体に対するパワートレインの搭載位置、及びステアリングギヤボックスの搭
載位置が、前輪駆動車と四輪駆動車とで略同位置になることで、車両のパワートレイン支
持構造は、例えば、足回りにおけるジオメトリーを前輪駆動車と四輪駆動車とで共通化す
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ることができる。
【００３８】
　従って、車両のパワートレイン支持構造は、クロスメンバの凹溝部にステアリングギヤ
ボックスを配置したことにより、車体に対するパワートレインの搭載位置をより車両下方
に下げることができるとともに、前輪駆動及び四輪駆動が設定された車両における設計を
容易にすることができる。
【００３９】
　またこの発明の態様として、前記車体に対して前記横置きエンジンを揺動可能に弾性支
持するエンジン側マウントブラケットと、前記車体に対して前記トランスミッションを揺
動可能に弾性支持するミッション側マウントブラケットとを備え、前記リヤマウントブラ
ケットを、車体における車幅方向の略中央に配置し、前記エンジン側マウントブラケット
、及び前記ミッション側マウントブラケットを、前記リヤマウントブラケットの前部に対
して車両前方で、かつ車両上方の位置において、前記パワートレインを懸架する構成とす
ることができる。
【００４０】
　上記エンジン側マウントブラケットは、車体側ブラケット、弾性を有する弾性部材、及
びエンジン側ブラケットで構成したマウントブラケットなどとすることができる。　
　上記ミッション側マウントブラケットは、車体側ブラケット、弾性を有する弾性部材、
及びミッション側ブラケットで構成したマウントブラケットなどとすることができる。
【００４１】
　この発明により、車両のパワートレイン支持構造は、重量物であるパワートレインをバ
ランスよく支持するとともに、車室内への影響を抑制することができる。　
　具体的には、例えば、前輪駆動と四輪駆動とが設定された車両において、前輪駆動車の
パワートレインの重心位置と、四輪駆動車のパワートレインの重心位置とは、構成部品の
違いから異なるものとなる。
【００４２】
　このため、重心位置に合わせてリヤマウントブラケットを配置すると、前輪駆動車と四
輪駆動車とでは、車幅方向におけるリヤマウントブラケットの位置が異なる位置となる。
【００４３】
　そこで、リヤマウントブラケットを車幅方向略中央に配置することで、車両のパワート
レイン支持構造は、前輪駆動車のパワートレインと、四輪駆動車のパワートレインとを略
同位置で支持することができる。
【００４４】
　この際、エンジン側マウントブラケット、ミッション側マウントブラケット、及びリヤ
マウントブラケットを結ぶ仮想線が平面視略三角形を形成しているため、車両のパワート
レイン支持構造は、パワートレインをバランスよく支持することができる。
【００４５】
　従って、車両のパワートレイン支持構造は、エンジン側マウントブラケット、ミッショ
ン側マウントブラケット、及びリヤマウントブラケットでパワートレインを揺動可能に支
持することにより、重量物であるパワートレインをバランスよく支持するとともに、車室
内への影響を抑制することができる。
【発明の効果】
【００４６】
　本発明により、横置きエンジンを搭載した車両において、トランスファーを備えた場合
であっても、車室内への影響を抑制できる車両のパワートレイン支持構造を提供すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】車両の構成を説明する説明図。
【図２】車両のパワートレインにおける外観を示す平面図。
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【図３】右側面視におけるパワートレイン支持構造の要部を示す要部右側面図。
【図４】底面視におけるパワートレイン支持構造の要部を示す要部底面図。
【図５】車両下方から見たパワートレイン支持構造における要部の分解状態を示す分解斜
視図。
【図６】別の実施形態におけるパワートレイン支持構造の要部を示す要部右側面図。
【図７】別の実施形態におけるパワートレイン支持構造の要部を示す要部底面図。
【図８】別の実施形態におけるトランスファーを示す右側面図。
【発明を実施するための形態】
【００４８】
　この発明の一実施形態を以下図面と共に説明する。　
　まず、本実施形態における車両１のパワートレイン支持構造について、図１から図５を
用いて詳しく説明する。
【００４９】
　なお、図１は車両１の構成を説明する説明図を示し、図２は車両１のパワートレイン７
における外観の平面図を示し、図３は右側面視におけるパワートレイン支持構造の要部右
側面図を示し、図４は底面視におけるパワートレイン支持構造の要部底面図を示し、図５
は車両下方から見たパワートレイン支持構造における要部の分解斜視図を示している。
【００５０】
　また、図中において、矢印Ｆｒ及びＲｒは車両前後方向を示しており、矢印Ｆｒは車両
前方を示し、矢印Ｒｒは車両後方を示している。さらに、矢印Ｒｈ及びＬｈは車幅方向を
示しており、矢印Ｒｈは車両右方向を示し、矢印Ｌｈは車両左方向を示している。加えて
、図３中の上方を車両上方とし、図３中の下方を車両下方とする。
【００５１】
　車両１は、図１に示すように、車幅方向に沿ってクランク軸が位置するように配置した
横置きエンジン１０の出力を、ドライブシャフト２を介して前輪３に伝達するとともに、
横置きエンジン１０の出力をプロペラシャフト４、及びリヤデフ５を介して後輪６に伝達
するパワートレイン７を、その前部に配置した、所謂、ＦＦベースの四輪駆動車である。
【００５２】
　より詳しくは、車両１の前部は、図２に示すように、ダッシュパネル（図示省略）から
車両前方に延びる左右一対のフロントサイドフレーム（図示省略）と、フロントサイドフ
レームの下方に配置したサブフレーム４０との間において、サブフレーム４０の後方に固
定したステアリングギヤボックス８よりも車両前方に、横置きエンジン１０が位置するよ
うにパワートレイン７を配置して構成している。
【００５３】
　なお、ステアリングギヤボックス８は、乗員が操作するステアリングホイール（図示省
略）と、前輪３とを連結するとともに、ステアリングホイールの操作による入力回転を、
車幅方向に延びる略筒状の本体筒部８ａ（図４参照）に収容された歯車を介して、前輪３
の向きを変更する舵取り装置として機能する。
【００５４】
　サブフレーム４０は、車両前後方向に延びる左右一対の前後メンバ４１と、前後メンバ
４１の前端を車幅方向に連結するフロントクロスメンバ４２と、前後メンバ４１の後端を
車幅方向に連結するとともに、ロアアーム９などの足回り部材が連結されるサスペンショ
ンクロスメンバ４３とで、平面視略ロ字状に一体的に構成している。
【００５５】
　このサスペンションクロスメンバ４３は、図３に示すように、車両上方側に位置するア
ッパパネル４４と、車両下方側に位置するロアパネル４５とを車両上下方向で重ね合せて
接合して一体的に形成している。
【００５６】
　より詳しくは、アッパパネル４４は、図３に示すように、サスペンションクロスメンバ
４３における上面を形成する天板部４４１と、天板部４４１の後端から車両後方下方へ延
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設したインナ後壁部４４２と、天板部４４１の前端から車両前方下方へ延設したインナ前
壁部４４３と、インナ前壁部４４３の前端から車両前方へ延設した前方縁部４４４とで一
体形成している。
【００５７】
　天板部４４１には、車両１における車幅方向略中央において、後述するリヤマウントブ
ラケット７０を連結する連結ボルト４５ａの挿通を許容するボルト開口孔（図示省略）と
、ステアリングギヤボックス８が配置されるとともに、車幅方向に延びる凹溝部分４４１
ａとを、車両前方からこの順番で形成している。
【００５８】
　凹溝部分４４１ａは、ステアリングギヤボックス８の本体筒部８ａに沿って、車両下方
に突出した略凹溝状に形成している。この凹溝部分４４１ａは、ステアリングギヤボック
ス８における本体筒部８ａを配置可能な大きさで形成している。　
　インナ前壁部４４３には、後述するリヤマウントブラケット７０を車両前方から挿入可
能な大きさで開口形成したブラケット挿通孔４４３ａを備えている。
【００５９】
　ロアパネル４５は、図３に示すように、アッパパネル４４の天板部４４１に対して車両
下方で対向するとともに、前方縁部４４４と当接する底板部４５１と、底板部４５１の後
端から車両上方に延設したアウタ後壁部４５２とで一体形成している。　
　底板部４５１には、アッパパネル４４のボルト開口孔に対して車両下方で対向する位置
に、連結ボルト４５ａの挿通を許容するボルト開口孔（図示省略）を開口形成している。
【００６０】
　パワートレイン７は、図１から図３に示すように、車幅方向に沿ってクランク軸が位置
するように配置した横置きエンジン１０と、横置きエンジン１０の出力をドライブシャフ
ト２に出力するトランスミッション２０と、トランスミッション２０の出力をプロペラシ
ャフト４に出力するトランスファー３０とで構成している。　
　横置きエンジン１０は、車両左側に出力軸（クランク軸）が位置するようにして、車両
幅方向左側に配置している。
【００６１】
　トランスミッション２０は、横置きエンジン１０に対して車両左側に配置されるととも
に、横置きエンジン１０の出力軸と略同軸上に入力軸が位置するようにして、横置きエン
ジン１０に締結固定している。このトランスミッション２０は、複数の歯車を切替えて入
力回転を減速して、入力軸に対して車両後方下方に平行配置した出力軸に出力する。
【００６２】
　そして、トランスミッション２０の出力軸に連結される左右一対のドライブシャフト２
は、トランスミッション２０の出力軸に対して略同軸上に配置されている。なお、車両右
側の前輪３に連結されるドライブシャフト２は、後述するトランスファー３０を介してト
ランスミッション２０の出力軸に連結している。
【００６３】
　トランスファー３０は、トランスミッション２０における車両右側の出力軸と略同軸上
に入力軸が位置するように配置するとともに、締結ボルト３０ａを用いてトランスミッシ
ョン２０の車両右側に締結固定している。
【００６４】
　このトランスファー３０は、図３に示すように、車両後方に位置するトランスファーケ
ース３１と、車両前方に位置するカバー３２とで構成される内部空間に、トランスミッシ
ョン２０からの入力が伝達されるリングギヤと、リングギヤと噛合するとともに出力軸で
あるドライブピニオンを収容保持している。
【００６５】
　なお、ドライブピニオンの後端には、プロペラシャフト４のフランジヨーク４ａが連結
されるコンパニオンフランジ３３を装着している。　
　さらに、トランスファーケース３１の下部には、図４及び図５に示すように、車両の前
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方下方、及び車両後方下方に向けて延設するとともに、後述する中間ブラケット８０を支
持する一対の支持脚部３４を備えている。
【００６６】
　この一対の支持脚部３４における先端には、車両１の車幅方向略中央に配置した中間ブ
ラケット８０と当接するボス部３５を、車両右方向へ向けて形成している。このボス部３
５には、中間ブラケット８０を締結する締結ボルト８０ａが螺合するネジ孔（図示省略）
をそれぞれ形成している。
【００６７】
　上述したような構成のパワートレイン７は、図２及び図３に示すように、フロントサイ
ドフレームとサブフレーム４０との間において、車両右側から車幅方向に沿って配置した
右側マウントブラケット５０、及び左側マウントブラケット６０と、右側マウントブラケ
ット５０、及び左側マウントブラケット６０よりも車両後方に配置したリヤマウントブラ
ケット７０を介して車体側に揺動可能に支持されている。
【００６８】
　右側マウントブラケット５０は、図２に示すように、横置きエンジン１０の車幅方向右
側上部と、車両右側のフロントサイドフレームとを揺動可能に連結している。この右側マ
ウントブラケット５０は、横置きエンジン１０に固定されるエンジン側ブラケット５１と
、フロントサイドフレームに固定される車体側ブラケット５２とを、弾性を有するゴム製
のマウントブッシュ（図示省略）を介して連結して構成している。
【００６９】
　左側マウントブラケット６０は、図２に示すように、トランスミッション２０の車幅方
向左側上部と、車両左側のフロントサイドフレームとを揺動可能に連結している。この左
側マウントブラケット６０は、トランスミッション２０に固定されるミッション側ブラケ
ット６１と、フロントサイドフレームに固定される車体側ブラケット６２とを、弾性を有
するゴム製のマウントブッシュ（図示省略）を介して連結して構成している。
【００７０】
　リヤマウントブラケット７０は、図３及び図４に示すように、車両１における車幅方向
略中央において、トランスファー３０の下部右側面に締結された中間ブラケット８０を介
して、トランスファー３０とサスペンションクロスメンバ４３とを揺動可能に連結してい
る。
【００７１】
　より詳しくは、リヤマウントブラケット７０は、図３から図５に示すように、車幅方向
に沿って挿入される連結ボルト７０ａ及びナット７０ｂによって、中間ブラケット８０に
連結されるブラケット前部７１と、車両上下方向に沿って挿入される連結ボルト４５ａ及
びナット４５ｂによって、サスペンションクロスメンバ４３に連結されるブラケット後部
７２とを、車両前方からこの順番で接合して一体的に形成している。
【００７２】
　なお、リヤマウントブラケット７０は、サスペンションクロスメンバ４３におけるイン
ナ前壁部４４３よりも車両前方において、中間ブラケット８０と連結するように、ブラケ
ット前部７１、及びブラケット後部７２を構成している。
【００７３】
　ブラケット前部７１は、車幅方向に所定間隔を隔てて対面するとともに、中間ブラケッ
ト８０（後述する前部マウントブッシュ８１）を挟持する左右一対の対向板７３と、対向
板７３の上面、及び下面を車幅方向に連結する上下一対の補強板７４とで一体的に形成し
ている。
【００７４】
　対向板７３は、図５に示すように、車両前後方向に長い略矩形の金属平板を折り曲げて
形成しており、車幅方向が厚み方向となる対向板本体部７３ａと、対向板本体部７３ａの
車両上下方向端部から車幅方向外側へ向けて延設した対向板壁部７３ｂとで一体形成して
いる。
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【００７５】
　さらに、対向板７３の対向板本体部７３ａにおける前端には、連結ボルト７０ａの挿通
を許容するボルト挿通孔７３ｃをそれぞれ開口形成している。　
　補強板７４は、対向板７３の対向板壁部７３ｂにおける後端を車幅方向で連結する大き
さに形成している。
【００７６】
　ブラケット後部７２は、図３及び図５に示すように、サスペンションクロスメンバ４３
に連結した状態において、アッパパネル４４とロアパネル４５とで挟持される構成であっ
て、車両上下方向を軸方向とする略円筒状の後部マウントブッシュ７５と、後部マウント
ブッシュ７５が圧入される金属製のブッシュ支持筒部７６とで構成している。
【００７７】
　後部マウントブッシュ７５は、詳細な図示を省略するが、連結ボルト４５ａが挿入可能
な内径を有する小径管状部材と、小径管状部材よりも大径の大径管状部材と、周面が対面
するように同軸上に配置した小径管状部材及び大径管状部材との間に充填した弾性を有す
る合成ゴムとで構成している。なお、後部マウントブッシュ７５における連結ボルト４５
ａの挿通を許容する内部空間を、ボルト挿通孔７５ａとする。
【００７８】
　ブッシュ支持筒部７６は、後部マウントブッシュ７５の圧入を許容する内径、及び軸方
向長さを有する略円筒状に形成している。このブッシュ支持筒部７６の外周面には、ブラ
ケット前部７１の後端が溶接等によって接合している。
【００７９】
　中間ブラケット８０は、図３から図５に示すように、車幅方向を軸方向とする略円筒状
の前部マウントブッシュ８１と、所定の厚みを有するアルミ合金製のブラケット本体８２
とで構成している。
【００８０】
　前部マウントブッシュ８１は、詳細な図示を省略するが、連結ボルト７０ａが挿入可能
な内径を有する小径管状部材と、小径管状部材よりも大径の大径管状部材と、周面が対面
するように同軸上に配置した小径管状部材及び大径管状部材との間に充填した弾性を有す
る合成ゴムとで構成している。
【００８１】
　ブラケット本体８２は、側面視略逆三角形状に形成され、車両前後方向における両端に
、トランスファー３０のボス部３５に螺合する締結ボルト８０ａの挿通を許容するボルト
挿通孔８２ｃを、車幅方向に沿って開口形成している。
【００８２】
　さらに、ブラケット本体８２には、前部マウントブッシュ８１が圧入されるブッシュ開
口孔（図示省略）を開口形成している。　
　このブッシュ開口孔は、車両前後方向におけるドライブシャフト２の位置と略同じ車両
前後方向の位置近傍において、トランスミッション２０の下端近傍とトランスファー３０
とが車幅方向で重なり合う車両上下方向の位置近傍に開口形成している。
【００８３】
　つまり、トランスファー３０とリヤマウントブラケット７０との連結位置が、車両前後
方向におけるドライブシャフト２の位置であって、かつドライブシャフト２よりも車両下
方において、トランスミッション２０の下端近傍とトランスファー３０とが車幅方向で重
なり合う車両上下方向の位置となるように中間ブラケット８０を構成している。
【００８４】
　一方、車体に対して、トランスファー３０とリヤマウントブラケット７０と連結位置が
、サスペンションクロスメンバ４３のインナ前壁部４４３よりも車両前方で、かつドライ
ブシャフト２の下方の位置となるように、リヤマウントブラケット７０、及び中間ブラケ
ット８０を構成している。
【００８５】
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　より詳しくは、底面視におけるトランスミッション２０の出力軸に沿った車幅方向の仮
想線と、底面視における車両１の車幅方向の仮想中心線とが交差する交点位置において、
その交点位置の上方に位置するパワートレイン７の下端近傍が、トランスファー３０に対
するリヤマウントブラケット７０の連結位置となるように、中間ブラケット８０を構成し
ている。
【００８６】
　さらに、側面視において、トランスミッション２０の出力軸から車両下方に延びるＴＭ
側仮想線と、サスペンションクロスメンバ４３に連結された後部マウントブッシュ７５に
おける軸方向の仮想中点から車両前方に延びる車体側仮想線との交点位置が、車体に対す
るトランスファー３０及びリヤマウントブラケット７０の連結位置となるように、リヤマ
ウントブラケット７０及び中間ブラケット８０を構成している。
【００８７】
　以上のような構成でパワートレイン７を支持する車両１のパワートレイン支持構造は、
横置きエンジン１０を搭載した車両１において、トランスファー３０を備えた場合であっ
ても、車室内への影響を抑制することができる。
【００８８】
　具体的には、ドライブシャフト２の下方において、リヤマウントブラケット７０をトラ
ンスファー３０に連結したことにより、車両１のパワートレイン支持構造は、車体に対す
るリヤマウントブラケット７０の位置を車両前方側に配置することができる。
【００８９】
　さらに、トランスミッション２０とトランスファー３０とが車幅方向で重合する車両上
下方向の位置において、ブラケット前部７１をトランスファー３０に連結することにより
、車両１のパワートレイン支持構造は、車体に対するリヤマウントブラケット７０の位置
を車両下方側に容易に配置することができる。
【００９０】
　詳しくは、トランスファー３０の後端下方に配置したサスペンションクロスメンバ４３
に、リヤマウントブラケット７０のブラケット後部７２を連結したことで、車両１のパワ
ートレイン支持構造は、サスペンションクロスメンバ４３と略同等の車両上下方向の位置
で、かつサスペンションクロスメンバ４３よりも車両前方の位置にリヤマウントブラケッ
ト７０を配置することができる。
【００９１】
　これにより、車両１のパワートレイン支持構造は、車体に対するパワートレイン７の搭
載位置を車両下方側に下げることができる。このため、例えば、前輪駆動と四輪駆動とが
設定された車両１において、車両１のパワートレイン支持構造は、前輪駆動車におけるリ
ヤマウントブラケットとトランスミッション２０との連結位置と、四輪駆動車におけるリ
ヤマウントブラケット７０とトランスファー３０との連結位置とを、容易に略同位置にす
ることができる。
【００９２】
　つまり、車両１のパワートレイン支持構造は、例えば、前輪駆動と四輪駆動とが設定さ
れた車両１において、前輪駆動車の全高と、四輪駆動車の全高とを略同一にすることがで
きる。　
　さらに、車体に対するパワートレイン７の搭載位置を車両下方側に配置できることで、
車両１のパワートレイン支持構造は、フロアパネル及びダッシュパネルの車室内側への膨
出を抑制するとともに、プロペラシャフト４が挿通するフロアトンネルの大型化を抑制す
ることができる。
【００９３】
　従って、車両１のパワートレイン支持構造は、車体に対するパワートレイン７の搭載位
置を車両下方に下げることができ、トランスファー３０を備えた場合であっても、車室内
への影響を抑制することができる。
【００９４】
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　また、連結ボルト４５ａの挿通を車両上下方向から許容するボルト挿通孔７５ａを有す
るとともに、弾性を有する後部マウントブッシュ７５をブラケット後部７２に備えたこと
により、車両１のパワートレイン支持構造は、車体に対するパワートレイン７の搭載位置
を下げても、車体側との干渉を抑制することができる。
【００９５】
　具体的には、例えば、車幅方向から連結ボルトの挿通を許容する後部マウントブッシュ
を有するリヤマウントブラケットを、サスペンションクロスメンバ４３に連結する場合、
サスペンションクロスメンバ４３の上面側にリヤマウントブラケットを支持するメンバ側
ブラケットを配置する必要がある。
【００９６】
　さらに、略円筒状の後部マウントブッシュの場合、後部マウントブッシュの外径によっ
て、車両上下方向におけるリヤマウントブラケットの長さが長くなり易い。このため、メ
ンバ側ブラケットの高さが高くなり、車体に対するパワートレイン７の搭載位置を下げる
と、トランスファー３０やプロペラシャフト４が、メンバ側ブラケットと干渉するおそれ
がある。
【００９７】
　これに対して、車両上下方向から連結ボルト４５ａの挿通を許容する後部マウントブッ
シュ７５をリヤマウントブラケット７０に備えたことにより、車両１のパワートレイン支
持構造は、車両上下方向におけるリヤマウントブラケット７０の長さを短く抑制すること
ができる。
【００９８】
　より詳しくは、後部マウントブッシュ７５の場合、後部マウントブッシュ７５における
径方向の長さに対して、軸方向の長さの方が短くなり易い。このため、車両上下方向から
連結ボルト４５ａを後部マウントブッシュ７５に挿入するリヤマウントブラケット７０は
、車幅方向から連結ボルトを挿通する場合に比べて、車両上下方向における長さを短く抑
制することができる。
【００９９】
　これにより、車両１のパワートレイン支持構造は、リヤマウントブラケット７０のブラ
ケット後部７２が連結されるサスペンションクロスメンバ４３の厚みを、車幅方向から連
結ボルト４５ａの挿通する場合に比べて薄く抑えることができる。
【０１００】
　従って、車両１のパワートレイン支持構造は、車両上下方向から連結ボルト４５ａの挿
通を許容する後部マウントブッシュ７５によって、車体に対するパワートレイン７の搭載
位置を下げても、トランスファー３０やプロペラシャフト４などが車体側と干渉すること
を防止できる。
【０１０１】
　また、サスペンションクロスメンバ４３に凹溝部分４４１ａを備え、ステアリングギヤ
ボックス８を、サスペンションクロスメンバ４３の前記凹溝部分４４１ａに配置したこと
により、車両１のパワートレイン支持構造は、車体に対するパワートレイン７の搭載位置
をより車両下方に下げることができる。
【０１０２】
　具体的には、横置きエンジン１０を備えた車両１において、ステアリングギヤボックス
８は、パワートレイン７よりも車両後方に配置されることが多い。このため、車体に対す
るパワートレイン７の搭載位置を下げると、例えば、トランスファー３０の後端やプロペ
ラシャフト４と、ステアリングギヤボックス８とが干渉するおそれがある。
【０１０３】
　そこで、サスペンションクロスメンバ４３に形成した凹溝部分４４１ａに、ステアリン
グギヤボックス８を配置したことにより、車両１のパワートレイン支持構造は、車体に対
するステアリングギヤボックス８の搭載位置を車両下方に下げることができる。つまり、
車両１のパワートレイン支持構造は、パワートレイン７とステアリングギヤボックス８と
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が干渉することなく、車体に対するパワートレイン７の搭載位置をより車両下方に下げる
ことができる。
【０１０４】
　さらに、例えば、前輪駆動と四輪駆動とが設定された車両１において、車両１のパワー
トレイン支持構造は、車体に対するステアリングギヤボックス８の搭載位置を、前輪駆動
車と四輪駆動車とで略同位置にすることができる。このため、車両１のパワートレイン７
支持構造は、前輪駆動車と四輪駆動車とにおける車体に対するパワートレイン７の搭載位
置の差をより抑制でき、共通部品の割合を増加することができる。
【０１０５】
　加えて、車体に対するパワートレイン７の搭載位置、及びステアリングギヤボックス８
の搭載位置が、前輪駆動車と四輪駆動車とで略同位置になることで、車両１のパワートレ
イン支持構造は、例えば、足回りにおけるジオメトリーを前輪駆動車と四輪駆動車とで共
通化することができる。
【０１０６】
　従って、車両１のパワートレイン支持構造は、サスペンションクロスメンバ４３の凹溝
部分４４１ａにステアリングギヤボックス８を配置したことにより、車体に対するパワー
トレイン７の搭載位置をより車両下方に下げることができるとともに、前輪駆動及び四輪
駆動が設定された車両１における設計を容易にすることができる。
【０１０７】
　また、ブラケット前部７１とトランスファー３０とを、中間ブラケット８０を介して連
結する構成とし、前部マウントブッシュ８１を中間ブラケット８０に備えたことにより、
車両１のパワートレイン支持構造は、トランスファーケース３１を作り分けることなく、
容易に前部マウントブッシュ８１を介在させることができる。
【０１０８】
　具体的には、横置きエンジン１０の車両１であっても車種ごとに前部マウントブッシュ
８１の大きさなどが異なることがあるため、前部マウントブッシュ８１をトランスファー
３０に一体的に備えた場合、車種ごとにトランスファーケース３１を作り分ける必要があ
る。
【０１０９】
　これに対して、中間ブラケット８０を設けるとともに、中間ブラケット８０に前部マウ
ントブッシュ８１を備えたことにより、車両１のパワートレイン支持構造は、トランスフ
ァーケース３１を作り分けることなく、車種ごとに適した前部マウントブッシュ８１を介
してトランスファー３０とリヤマウントブラケット７０とを連結することができる。
【０１１０】
　従って、車両１のパワートレイン支持構造は、中間ブラケット８０を介してトランスフ
ァー３０とリヤマウントブラケット７０とを連結することで、トランスファーケース３１
を作り分けることなく、容易に前部マウントブッシュ８１を介在させることができる。
【０１１１】
　また、横置きエンジン１０を揺動可能に弾性支持する右側マウントブラケット５０と、
トランスミッション２０を揺動可能に弾性支持する左側マウントブラケット６０とを備え
、リヤマウントブラケット７０を、車体における車幅方向の略中央に配置し、右側マウン
トブラケット５０、及び左側マウントブラケット６０を、ブラケット前部７１に対して車
両前方で、かつ車両上方の位置において、パワートレイン７を懸架する構成としたことに
より、車両１のパワートレイン支持構造は、重量物であるパワートレイン７をバランスよ
く支持するとともに、車室内への影響を抑制することができる。
【０１１２】
　具体的には、例えば、前輪駆動と四輪駆動とが設定された車両１において、前輪駆動車
のパワートレイン７の重心位置と、四輪駆動車のパワートレイン７の重心位置とは、構成
部品の違いから異なるものとなる。　
　このため、重心位置に合わせてリヤマウントブラケット７０を配置すると、前輪駆動車
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と四輪駆動車とでは、車幅方向におけるリヤマウントブラケット７０の位置が異なる位置
となる。
【０１１３】
　そこで、リヤマウントブラケット７０を車幅方向略中央に配置することで、車両１のパ
ワートレイン支持構造は、前輪駆動車のパワートレイン７と、四輪駆動車のパワートレイ
ン７とを略同位置で支持することができる。
【０１１４】
　この際、右側マウントブラケット５０、左側マウントブラケット６０、及びリヤマウン
トブラケット７０を結ぶ仮想線が平面視略三角形を形成しているため、車両１のパワート
レイン支持構造は、パワートレイン７をバランスよく支持することができる。
【０１１５】
　従って、車両１のパワートレイン支持構造は、右側マウントブラケット５０、左側マウ
ントブラケット６０、及びリヤマウントブラケット７０でパワートレイン７を揺動可能に
支持することにより、重量物であるパワートレイン７をバランスよく支持するとともに、
車室内への影響を抑制することができる。
【０１１６】
　なお、上述の実施形態において、ブラケット前部７１と、後部マウントブッシュ７５を
備えたブラケット後部７２とでリヤマウントブラケット７０を構成したが、これに限定せ
ず、例えば、ブラケット前部、及びブラケット後部にマウントブッシュを備えたトルクロ
ッドであってもよい。
【０１１７】
　また、リヤマウントブラケット７０のブラケット後部７２を、サスペンションクロスメ
ンバ４３に直接的に連結する構成としたが、これに限定せず、例えば、車体側ブラケット
を介してサスペンションクロスメンバ４３に連結する構成としてもよい。
【０１１８】
　また、合成ゴムを充填した前部マウントブッシュ８１、及び後部マウントブッシュ７５
としたが、これに限定せず、液封マウントブッシュなどであってもよい。
【０１１９】
　この発明の構成と、上述の実施形態との対応において、
この発明のリヤマウントブラケットの前部は、実施形態のブラケット前部７１に対応し、
以下同様に、
リヤマウントブラケットの後部は、ブラケット後部７２に対応し、
クロスメンバは、サスペンションクロスメンバ４３に対応し、
凹溝部は、凹溝部分４４１ａに対応し、
エンジン側マウントブラケットは、右側マウントブラケット５０に対応し、
ミッション側マウントブラケットは、左側マウントブラケット６０に対応するが、
この発明は、上述の実施形態の構成のみに限定されるものではなく、多くの実施の形態を
得ることができる。
【０１２０】
　例えば、別の実施形態におけるパワートレイン支持構造の要部右側面図を示す図６、パ
ワートレイン支持構造の要部底面図を示す図７、及びトランスファー３０の右側面図を示
す図８のように、トランスファーケース３１の下部から車両前方下方へ延設したブッシュ
圧入部３６に、前部マウントブッシュ８１を圧入する構成としてもよい。
【０１２１】
　つまり、中間ブラケット８０を介すことなく、トランスファー３０に一体的に設けた前
部マウントブッシュ８１に対して、リヤマウントブラケット７０を連結する構成としても
よい。
【０１２２】
　このブッシュ圧入部３６は、トランスファー３０の前部マウントブッシュ８１とリヤマ
ウントブラケット７０との連結位置が、上述の実施形態と同等の位置となるように形成し
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【０１２３】
　このような構成の場合であっても、上述した実施形態と同様に、車両１のパワートレイ
ン支持構造は、横置きエンジン１０を搭載した車両１において、トランスファー３０を備
えた場合であっても、車室内への影響を抑制することができる。
【０１２４】
　さらに、前部マウントブッシュ８１をトランスファー３０に一体的に備えたことにより
、車両１のパワートレイン支持構造は、部品点数の増加を抑制するとともに、前部マウン
トブッシュ８１を介してリヤマウントブラケット７０とトランスファー３０とを連結する
ことができる。
【符号の説明】
【０１２５】
１…車両
２…ドライブシャフト
３…前輪
４…プロペラシャフト
６…後輪
７…パワートレイン
８…ステアリングギヤボックス
１０…横置きエンジン
２０…トランスミッション
３０…トランスファー
４３…サスペンションクロスメンバ
４５ａ…連結ボルト
５０…右側マウントブラケット
６０…左側マウントブラケット
７０…リヤマウントブラケット
７１…ブラケット前部
７２…ブラケット後部
７５…後部マウントブッシュ
７５ａ…ボルト挿通孔
８０…中間ブラケット
８１…前部マウントブッシュ
４４１ａ…凹溝部分
 



(17) JP 6156351 B2 2017.7.5

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(18) JP 6156351 B2 2017.7.5

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(19) JP 6156351 B2 2017.7.5

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２０１２－０５１４３１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－３５４１６１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ６０Ｋ　　　５／１２　　　　
              Ｂ６０Ｋ　　１７／３４４　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

