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(57)【要約】
【課題】センタピラーに充填材が用いられた構成におい
て、センタピラーの強度を向上させることができる車両
側部構造を得る。
【解決手段】車両側部構造２０は、センタピラー２２と
充填材２６とを有する。センタピラー２２は、アウタパ
ネル３２、インナパネル３４及び補強パネル２４を含ん
で構成される。アウタパネル３２は、車両幅方向内側に
開口している。インナパネル３４は、アウタパネル３２
よりも車両幅方向内側に配置され、アウタパネル３２と
で閉断面４６を形成する。補強パネル２４は、縦壁部５
２Ｃ、基部５２Ａ、縦壁部５２Ｄを有する第３本体部５
２と、前側稜線Ａと後側稜線Ｂとの間に形成され車両幅
方向外側に開口した凹部５２Ｂとを備え、閉断面４６内
に設けられてアウタパネル３２を補強する。充填材２６
は、第３本体部５２の前側稜線Ａの周囲及び後側稜線Ｂ
の周囲を除いて、凹部５２Ｂとアウタパネル３２との間
に充填されている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両幅方向内側に開口したアウタパネルと、当該アウタパネルよりも車両幅方向内側に
配置され当該アウタパネルとで閉断面を形成するインナパネルと、前壁、側壁、後壁を有
し車両幅方向内側に開口した本体部と、前記前壁と前記側壁とで形成される前側稜線と前
記側壁と前記後壁とで形成される後側稜線との間に形成され車両幅方向外側に開口した凹
部と、を備え、前記閉断面内に設けられて前記アウタパネルを補強する補強部材と、を含
んで構成されたセンタピラーと、
　前記本体部の前記前側稜線の周囲及び前記後側稜線の周囲を除いて、前記凹部と、前記
凹部と対向する対向面との間に充填された充填材と、
　を有する車両側部構造。
【請求項２】
　前記充填材は、前記対向面としての前記アウタパネルと、前記凹部との間に充填されて
いる請求項１に記載の車両側部構造。
【請求項３】
　前記補強部材には、当該補強部材を補強する補助補強部材が設けられ、
　前記充填材は、前記対向面としての前記補助補強部材と、前記凹部との間に充填されて
いる請求項１に記載の車両側部構造。
【請求項４】
　前記アウタパネル、前記インナパネル及び前記補強部材は、車両上下方向の上端部がル
ーフサイドレールに接合され、
　前記凹部は、車両のベルトラインから前記ルーフサイドレールまで延在され、
　前記充填材は、前記凹部に前記ベルトラインから前記ルーフサイドレールまで充填され
ている請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の車両側部構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両側部構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、アウタパネルとインナパネルとで閉断面が形成され、アウタパネルと
インナパネルとの間に断面ハット状のレインフォースメントが設けられ、アウタパネルと
レインフォースメントとの間に発泡充填材が充填されたセンタピラーが開示されている。
発泡充填材は、車両上下方向に見て、レインフォースメントの稜線の車両幅方向外側に充
填されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第３５２５８９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、上記先行技術による場合、レインフォースメントの稜線の車両幅方向外側に
充填材が充填されているため、レインフォースメントの稜線が、充填材が無い構成に比べ
て車両幅方向内側に配置される。そして、稜線が車両幅方向内側に配置されることにより
、インナパネルとレインフォースメントとで形成される横断面の断面高さが小さくなる。
このため、側面衝突時（以後、「側突時」と称する）に稜線が座屈する際の発生（抵抗）
モーメントが小さくなり、強度が低下する可能性がある。言い換えると、センタピラーに
充填材が用いられた構成において、センタピラーの強度を向上させるには改善の余地があ
る。
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【０００５】
　本発明は上記事実を考慮し、センタピラーに充填材が用いられた構成において、センタ
ピラーの強度を向上させることができる車両側部構造を得ることが目的である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１に記載の本発明に係る車両側部構造は、車両幅方向内側に開口したアウタパネ
ルと、当該アウタパネルよりも車両幅方向内側に配置され当該アウタパネルとで閉断面を
形成するインナパネルと、前壁、側壁、後壁を有し車両幅方向内側に開口した本体部と、
前記前壁と前記側壁とで形成される前側稜線と前記側壁と前記後壁とで形成される後側稜
線との間に形成され車両幅方向外側に開口した凹部と、を備え、前記閉断面内に設けられ
て前記アウタパネルを補強する補強部材と、を含んで構成されたセンタピラーと、前記本
体部の前記前側稜線の周囲及び前記後側稜線の周囲を除いて、前記凹部と、前記凹部と対
向する対向面との間に充填された充填材と、を有する。
【０００７】
　請求項１に記載の本発明に係る車両側部構造では、補強部材の本体部に凹部が形成され
ており、補強部材の強度が高められている。車両の側突時において、車両側部構造では、
センタピラーに車両幅方向内側へ向かう荷重が作用するため、アウタパネルが圧縮状態と
なり、インナパネルが引っ張り状態となる。
【０００８】
　ここで、充填材が、前側稜線の周囲及び後側稜線の周囲を除いて凹部と対向面との間に
充填されているため、前側稜線の周囲及び後側稜線の周囲に充填材を充填した構成に比べ
て、前側稜線及び後側稜線を車両幅方向外側に配置することができる。これにより、イン
ナパネルと補強部材とで形成される閉断面の断面高さを大きくすることができるので、補
強部材の前側稜線及び後側稜線が座屈する際の発生（抵抗）モーメントが大きくなり、セ
ンタピラーの強度を向上させることができる。即ち、センタピラーに充填材が用いられた
構成において、センタピラーの強度を向上させることができる。
【０００９】
　請求項２に記載の本発明に係る車両側部構造の前記充填材は、前記対向面としての前記
アウタパネルと、前記凹部との間に充填されている。
【００１０】
　請求項２に記載の本発明に係る車両側部構造では、側突時にアウタパネルに作用した荷
重は、アウタパネルに接触した充填材を介して補強部材に伝達され、補強部材で負担され
る。これにより、アウタパネルで負担される荷重が低減されるので、アウタパネルの変形
を抑制することができる。
【００１１】
　請求項３に記載の本発明に係る車両側部構造の前記補強部材には、当該補強部材を補強
する補助補強部材が設けられ、前記充填材は、前記対向面としての前記補助補強部材と、
前記凹部との間に充填されている。
【００１２】
　請求項３に記載の本発明に係る車両側部構造では、側突時にアウタパネルと補強部材と
が接触することで、荷重がアウタパネルから補強部材に伝達される。そして、補強部材に
伝達された荷重は、補強部材で負担されると共に充填材を介して補助補強部材に伝達され
、補助補強部材で負担される。このように、補強部材及び補助補強部材で荷重が負担され
るので、センタピラーの変形を抑制することができる。
【００１３】
　請求項４に記載の本発明に係る車両側部構造の前記アウタパネル、前記インナパネル及
び前記補強部材は、車両上下方向の上端部がルーフサイドレールに接合され、前記凹部は
、車両のベルトラインから前記ルーフサイドレールまで延在され、前記充填材は、前記凹
部に前記ベルトラインから前記ルーフサイドレールまで充填されている。
【００１４】
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　請求項４に記載の本発明に係る車両側部構造では、側突時にアウタパネルに作用した荷
重の一部が、車両のベルトラインで充填材を介して補強部材に伝達されて補強部材で負担
される。一方、側突時にアウタパネルに作用した荷重の残りが、ベルトラインから充填材
を介してルーフサイドレールまで伝達される。このように、側突時にアウタパネルに作用
した荷重が補強部材とルーフサイドレールとに分散されて負担され、補強部材の一部に局
所集中することが抑制されるので、補強部材の変形を抑制することができる。
【００１５】
　また、センタピラーは、一般的に、ベルトラインよりも上側の部位がベルトラインより
も下側の部位に比べて閉断面の面積が小さくなるが、この閉断面の面積が小さい部位に充
填材が充填されていることで、補強部材及びセンタピラーの変形を抑制することができる
。
【発明の効果】
【００１６】
　以上説明したように、請求項１に記載の車両側部構造によれば、センタピラーに充填材
が用いられた構成において、センタピラーの強度を向上させることができるという優れた
効果を有する。
【００１７】
　請求項２に記載の車両側部構造によれば、アウタパネルの変形を抑制することができる
という優れた効果を有する。
【００１８】
　請求項３に記載の車両側部構造によれば、センタピラーの変形を抑制することができる
という優れた効果を有する。
【００１９】
　請求項４に記載の車両側部構造によれば、補強部材の変形を抑制す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】
【００２０】
【図１】第１実施形態に係る車両側部構造が適用された車両のセンタピラー及びセンタピ
ラー周辺部を示す構成図である。
【図２】第１実施形態に係る車両側部構造の横断面図（図１の２－２断面図）である。
【図３】第１実施形態に係るセンタピラーに衝突荷重が入力されたときの車両側部構造の
状態を示す説明図である。
【図４】第２実施形態に係る車両側部構造の横断面図である。
【図５】第２実施形態に係るセンタピラーに衝突荷重が入力されたときの車両側部構造の
状態を示す説明図である。
【図６】第１実施形態の車両側部構造及び第１対比例、第２対比例、第３対比例の車両側
部構造について、反力と変位の関係を示したグラフである。
【図７】（Ａ）第１対比例に係るセンタピラーに衝突荷重が入力されたときの第１対比例
の車両側部構造の状態を示す説明図である。（Ｂ）第２対比例に係るセンタピラーに衝突
荷重が入力されたときの第２対比例の車両側部構造の状態を示す説明図である。（Ｃ）第
３対比例に係るセンタピラーに衝突荷重が入力されたときの第３対比例の車両側部構造の
状態を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
[第１実施形態]
　以下、図１～図３を参照して、本発明に係る車両側部構造の第１実施形態の一例につい
て説明する。なお、各図に適宜示す矢印ＦＲは車両前方（進行方向）を示しており、矢印
ＵＰは車両上方を示しており、矢印ＯＵＴは車両幅方向外側を示している。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、進行方向を向いた場合の車両幅方向の左右を示すものとする。



(5) JP 2017-30678 A 2017.2.9

10

20

30

40

50

また、図中の×印は、スポット溶接された箇所を意味している。
【００２２】
　図１には、車両１０の一部が示されている。車両１０は、車体１２を有している。車体
１２は、ロッカ１４と、ルーフサイドレール１６と、ガセット１８と、ドアパネル１９と
、車両側部構造２０とを含んで構成されている。
【００２３】
　ロッカ１４は、車体１２の車両下部において、車両前後方向に延在されている。ルーフ
サイドレール１６は、車体１２の車両上部において、車両前後方向に延在されている。ガ
セット１８は、後述するインナパネル３４の車両上下方向下側に設けられており、ロッカ
１４及びインナパネル３４に溶接で接合されている。
【００２４】
　ドアパネル１９は、図示しないサイドドアを構成している。図１では、車両前後方向の
前側のドアパネル１９の一部が示されており、後側のドアパネルの図示は省略されている
。なお、車両１０及び車両側部構造２０は、基本的に左右対称に構成されているため、車
両１０の右側の車両側部構造２０について説明し、左側の車両側部構造２０についての説
明を省略する。
【００２５】
〔車両側部構造〕
　図２に示すように、車両側部構造２０は、センタピラー２２と充填材２６とを有してい
る。
【００２６】
＜センタピラー＞
　図１に示すように、センタピラー２２は、ロッカ１４からルーフサイドレール１６まで
車両上下方向に延在されている。また、センタピラー２２は、車両上下方向の下端部がロ
ッカ１４の車両前後方向中央部に溶接で接合され、上端部がルーフサイドレール１６の車
両前後方向中央部に溶接で結合されている。なお、ガセット１８は、センタピラー２２に
含まれる。
【００２７】
　図２に示すように、センタピラー２２は、車両幅方向外側に配置されたアウタパネル３
２と、アウタパネル３２よりも車両幅方向内側に配置されたインナパネル３４と、補強部
材の一例としての補強パネル２４とを含んで構成されている。また、センタピラー２２は
、後述するベルトラインＢＬ（図１参照）よりも車両上下方向の上側の部位が下側の部位
に比べて閉断面の面積が小さくなっている。
【００２８】
（アウタパネル）
　アウタパネル３２は、車両幅方向内側に開口した第１本体部３６と、第１本体部３６の
車両幅方向内側端部から車両前後方向に互いに離間する方向へ張り出されたフランジ部３
７、３８とを備えている。また、アウタパネル３２は、一例として、普通鋼板で構成され
ている。さらに、アウタパネル３２の車両上下方向上端部は、既述のように、ルーフサイ
ドレール１６（図１参照）に溶接で接合されており、アウタパネル３２の下端部は、ロッ
カ１４（図１参照）に溶接で接合されている。アウタパネル３２は、対向面の一例である
。
【００２９】
　第１本体部３６は、車両前後方向に沿った板状の基部３６Ａと、基部３６Ａの車両前後
方向両端部から車両幅方向に沿って内側へ延在された一対の板状の縦壁部３６Ｂ、３６Ｃ
とを有している。即ち、第１本体部３６は、車両上下方向に見た断面形状が車両幅方向内
側に開口したハット状に形成されている。言い換えると、基部３６Ａは、第１本体部３６
の外側壁を構成している。また、縦壁部３６Ｂは、第１本体部３６の前側壁を構成し、縦
壁部３６Ｃは、第１本体部３６の後側壁を構成している。
【００３０】
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　フランジ部３７は、縦壁部３６Ｂの車両幅方向内側端部から車両前後方向前側に板状に
張り出された部位である。フランジ部３８は、縦壁部３６Ｃの車両幅方向内側端部から車
両前後方向後側に板状に張り出された部位である。
【００３１】
（インナパネル）
　インナパネル３４は、車両幅方向外側に開口した第２本体部４２と、第２本体部４２の
車両幅方向外側端部から車両前後方向に互いに離間する方向へ張り出されたフランジ部４
３、４４とを備えている。また、インナパネル３４は、一例として、普通鋼板で構成され
ている。さらに、インナパネル３４の車両上下方向上端部は、既述のように、ルーフサイ
ドレール１６（図１参照）に溶接で接合されており、インナパネル３４の下端部は、ガセ
ット１８（図１参照）に溶接で接合されている。
【００３２】
　第２本体部４２は、車両前後方向に沿った板状の基部４２Ａと、基部４２Ａに形成され
た凸部４２Ｂと、基部４２Ａの車両前後方向両端部から車両幅方向に沿って外側へ延在さ
れた一対の板状の縦壁部４２Ｃ、４２Ｄとを有している。即ち、第２本体部４２は、車両
上下方向に見た断面形状が車両幅方向外側に開口したハット状に形成されている。言い換
えると、基部４２Ａは、第２本体部４２の内側壁を構成している。また、縦壁部４２Ｃは
、第２本体部４２の前側壁を構成し、縦壁部４２Ｄは、第２本体部４２の後側壁を構成し
ている。凸部４２Ｂは、基部４２Ａの車両前後方向中央部が車両幅方向外側へ突出された
部位である。言い換えると、凸部４２Ｂは、車両幅方向内側へ開口した部位である。
【００３３】
　フランジ部４３は、縦壁部４２Ｃの車両幅方向外側端部から車両前後方向前側に板状に
張り出された部位である。フランジ部４４は、縦壁部４２Ｄの車両幅方向外側端部から車
両前後方向後側に板状に張り出された部位である。
【００３４】
　また、インナパネル３４の車両前後方向の前端から後端までの長さは、アウタパネル３
２の車両前後方向の前端から後端までの長さとほぼ同じ長さとされている。そして、イン
ナパネル３４のフランジ部４３、４４は、車両幅方向内側から補強パネル２４の後述する
フランジ部５３、５４を介して、アウタパネル３２のフランジ部３７、３８に間接的にス
ポット溶接で接合されている。これにより、車両上下方向に見て、アウタパネル３２とイ
ンナパネル３４とで閉断面４６が形成されている。
【００３５】
（補強パネル）
　補強パネル２４は、車両幅方向内側に開口した本体部の一例としての第３本体部５２と
、後述する凹部５２Ｂと、第３本体部５２の車両幅方向内側端部から車両前後方向に張り
出されたフランジ部５３、５４とを備えている。また、補強パネル２４は、一例として、
普通鋼板よりも高強度の鋼板で構成されている。さらに、補強パネル２４の厚さは、アウ
タパネル３２の厚さ又はインナパネル３４の厚さよりも厚くなっている（厚肉とされてい
る）。加えて、補強パネル２４の車両上下方向上端部は、ルーフサイドレール１６（図１
参照）に溶接で接合されており、補強パネル２４の下端部は、ロッカ１４（図１参照）に
溶接で接合されている。また、補強パネル２４は、閉断面４６内に設けられてアウタパネ
ル３２を補強している。
【００３６】
　第３本体部５２は、車両前後方向に沿った板状の基部５２Ａと、基部５２Ａに形成され
た凹部５２Ｂと、基部５２Ａの車両前後方向両端部から車両幅方向に沿って内側へ延在さ
れた一対の板状の縦壁部５２Ｃ、５２Ｄとを有している。即ち、第３本体部５２は、車両
上下方向に見た断面形状が車両幅方向内側に開口したハット状に形成されている。基部５
２Ａは、側壁の一例である。また、縦壁部５２Ｃは、前壁の一例であり、縦壁部５２Ｄは
、後壁の一例である。
【００３７】
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　補強パネル２４を車両上下方向に見て、基部５２Ａと縦壁部５２Ｃとの境界部分を前側
稜線Ａと称し、基部５２Ａと縦壁部５２Ｄとの境界部分を後側稜線Ｂと称する。言い換え
ると、縦壁部５２Ｃと基部５２Ａとで前側稜線Ａが形成され、基部５２Ａと縦壁部５２Ｄ
とで後側稜線Ｂが形成されている。即ち、第３本体部５２は、前側稜線Ａ及び後側稜線Ｂ
を有している。前側稜線Ａ及び後側稜線Ｂは、それぞれ車両上下方向に延びている。また
、前側稜線Ａと後側稜線Ｂは、車両前後方向に間隔をあけて並んでいる。
【００３８】
　凹部５２Ｂは、基部５２Ａの車両前後方向中央部が車両幅方向内側へ窪んだ部位である
。言い換えると、凹部５２Ｂは、車両幅方向外側に開口した部位である。また、凹部５２
Ｂは、車両前後方向で基部５２Ａの前側稜線Ａと後側稜線Ｂとの間に形成されている。さ
らに、図１に示すように、凹部５２Ｂは、車両１０のベルトラインＢＬからルーフサイド
レール１６まで車両上下方向に延在されている。なお、ドアパネル１９の車両上下方向の
上端を通る線（図１に二点鎖線で示す）を「ベルトラインＢＬ」と称する。
【００３９】
　ルーフサイドレール１６（図１参照）は、車両幅方向で対向する図示しないルーフサイ
ドレールアウタとルーフサイドレールインナとで閉断面を形成している。ここで、凹部５
２Ｂが形成された第３本体部５２は、一例として、図示しないルーフサイドレールアウタ
の外側面に車両幅方向の外側から接合されている。ただし、第３本体部５２は、図示しな
いルーフサイドレールアウタとルーフサイドレールインナとの間に挿入されこれらに挟持
された状態で接合されてもよい。
【００４０】
　図２に示すように、フランジ部５３は、縦壁部５２Ｃの車両幅方向内側端部から車両前
後方向前側に板状に張り出された部位である。フランジ部５４は、縦壁部５２Ｄの車両幅
方向内側端部から車両前後方向後側に板状に張り出された部位である。
【００４１】
　また、補強パネル２４の車両前後方向の前端から後端までの長さは、アウタパネル３２
の車両前後方向の前端から後端までの長さとほぼ同じ長さとされている。そして、補強パ
ネル２４のフランジ部５３、５４は、車両幅方向内側からアウタパネル３２のフランジ部
３７、３８に直接、スポット溶接で接合されている。さらに、フランジ部５３、５４には
、車両幅方向内側からインナパネル３４のフランジ部４３、４４が直接、スポット溶接で
接合されている。これにより、既述の閉断面４６は、アウタパネル３２と補強パネル２４
とで形成された閉断面４６Ａと、補強パネル２４とインナパネル３４とで形成された閉断
面４６Ｂとに区画されている。
【００４２】
　ここで、第３本体部５２の前側稜線Ａを形成する部位を「形成部５６」と称し、後側稜
線Ｂを形成する部位を「形成部５７」と称する。形成部５６は、一例として、基部５２Ａ
と基部３６Ａとの車両幅方向の距離を半径として、車両上下方向に見て前側稜線Ａを中心
とする円を描いたときに、該円の内側に位置する部位である。形成部５７は、一例として
、基部５２Ａと基部３６Ａとの車両幅方向の距離を半径として、車両上下方向に見て後側
稜線Ｂを中心とする円を描いたときに、該円の内側に位置する部位である。
【００４３】
　また、形成部５６、５７を車両幅方向に沿って第１本体部３６に投影したときの第１本
体部３６の投影部位（投影範囲）を対向部５８、５９と称する。即ち、車両幅方向におい
て、形成部５６と対向部５８とが対向しており、形成部５７と対向部５９とが対向してい
る。形成部５６と対向部５８との間は、「前側稜線Ａの周囲」に含まれる。形成部５７と
対向部５９との間は、「後側稜線Ｂの周囲」に含まれる。
【００４４】
＜充填材＞
　図２に示す充填材２６は、熱硬化性の発泡材で構成されており、一例として、発泡ウレ
タンフォームを含んで構成されている。また、充填材２６は、閉断面４６Ａ内において、
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前側稜線Ａの周囲及び後側稜線Ｂの周囲を除いて、凹部５２Ｂと、凹部５２Ｂと車両幅方
向で対向するアウタパネル３２（基部３６Ａ）との間に充填されている。言い換えると、
充填材２６は、形成部５６と対向部５８との間、形成部５７と対向部５９との間を除いて
、閉断面４６Ａ内に充填されている。
【００４５】
　具体的には、充填材２６は、加熱により発泡（膨張）することで、凹部５２Ｂと第１本
体部３６との間に凹部５２Ｂ及び第１本体部３６と接触して充填されている。なお、充填
材２６は、発泡させる前の時点において、凹部５２Ｂ及び第１本体部３６に接触していな
くてもよい。さらに、図１に示すように、充填材２６は、一例として、凹部５２Ｂにベル
トラインＢＬからルーフサイドレール１６まで充填されている。ここで、本実施形態にお
いて、「凹部に充填材を充填すること」とは、「凹部全体を充填材で埋めること」に限ら
ない。つまり、充填材を凹部に流し込んだ後で凹部の一部が露出した場合も「凹部に充填
材を充填すること」に含まれる。
【００４６】
　図２に示す車両側部構造２０では、既述のように、充填材２６が、形成部５６と対向部
５８との間（前側稜線Ａの周囲）、形成部５７と対向部５９との間（後側稜線Ｂの周囲）
に存在していない。これにより、車両側部構造２０では、側突時にアウタパネル３２に作
用した衝突荷重（以後、単に「荷重」と称する）が、充填材２６を介して直接、前側稜線
Ａ及び後側稜線Ｂに伝達されないようになっている。
【００４７】
〔対比例〕
　図７（Ａ）には、本実施形態に対する第１対比例の車両側部構造２００が示されている
。車両側部構造２００は、アウタパネル２０２と、インナパネル２０４と、補強パネル２
０６と、充填材２０８とを有している。また、アウタパネル２０２、インナパネル２０４
及び補強パネル２０６によりセンタピラー２０１が形成されている。
【００４８】
　アウタパネル２０２は、車両幅方向内側に開口した断面ハット状の本体部２０２Ａと、
本体部２０２Ａの車両幅方向内側端部から車両前後方向前側、後側に張り出されたフラン
ジ部２０２Ｂ、２０２Ｃとを有している。インナパネル２０４は、車両幅方向外側に開口
した断面ハット状の本体部２０４Ａと、本体部２０４Ａの車両幅方向外側端部から車両前
後方向前側、後側に張り出されたフランジ部２０４Ｂ、２０４Ｃとを有している。
【００４９】
　補強パネル２０６は、車両幅方向内側に開口した断面ハット状の本体部２０６Ａと、本
体部２０６Ａの車両幅方向内側端部から車両前後方向前側、後側に張り出されたフランジ
部２０６Ｂ、２０６Ｃとを有している。本体部２０６Ａの車両前後方向中央には、車両幅
方向外側へ突出した突出部２０６Ｄが形成されている。本体部２０６Ａの突出部２０６Ｄ
に対する車両前後方向前側、後側には、前側稜線Ｃ、後側稜線Ｄが設定されている。フラ
ンジ部２０６Ｂ、２０６Ｃは、フランジ部２０２Ｂ、２０２Ｃに車両幅方向内側からスポ
ット溶接で接合されている。フランジ部２０４Ｂ、２０４Ｃは、フランジ部２０６Ｂ、２
０６Ｃに車両幅方向内側からスポット溶接で接合されている。
【００５０】
　充填材２０８は、補強パネル２０６の前側稜線Ｃ、後側稜線Ｄを車両幅方向外側から覆
ってアウタパネル２０２と補強パネル２０６との間に充填されている。なお、アウタパネ
ル２０２と補強パネル２０６との間の空間のうち、前側稜線Ｃと後側稜線Ｄとの間の空間
の一部には、充填材２０８は充填されていない。
【００５１】
　ここで、車両側部構造２００では、前側稜線Ｃ、後側稜線Ｄを車両幅方向外側から覆っ
て充填材２０８が充填されているため、充填材２０８の車両幅方向の長さ分だけ補強パネ
ル２０６を車両幅方向内側に配置しなくてはならない。このため、インナパネル２０４と
補強パネル２０６とで形成される閉断面の車両幅方向の断面高さが、充填材２０８が無い
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構成に比べて小さくなるので、強度が低下することになる。
【００５２】
　また、車両側部構造２００では、バリア２０９との側突時に衝突による荷重ＦＡがセン
タピラー２０１に作用した場合、断面高さが小さいため、前側稜線Ｃ、後側稜線Ｄが座屈
する際の発生（抵抗）モーメントが小さくなり、強度が低下する可能性がある。さらに、
車両側部構造２００では、バリア２０９からセンタピラー２０１へ荷重ＦＡが入力される
際に、充填材２０８を通じて、補強パネル２０６の車両前後方向中央部よりも先に前側稜
線Ｃ、後側稜線Ｄの部位に荷重ＦＡが伝達されてしまう。このため、側突初期の車体変形
量が大きくなる可能性がある。
【００５３】
　車両側部構造２００の反力と変位の関係をＣＡＥ（Computer Aided Engineering）解析
によりグラフに表したところ、図６に示すグラフＧ３が得られた。グラフＧ３では、変位
Ｓ３において反力Ｆ２となっている。
【００５４】
　図７（Ｂ）には、第２対比例の車両側部構造２１０が示されている。車両側部構造２１
０は、車両側部構造２００（図７（Ａ）参照）において、充填材２０８が前側稜線Ｃから
後側稜線Ｄまでの本体部２０６Ａを車両幅方向外側から覆って充填された構成となってい
る。車両側部構造２１０においても、車両側部構造２００（図７（Ａ）参照）と同様に、
前側稜線Ｃ、後側稜線Ｄを覆って充填材２０８が充填されているため、閉断面の車両幅方
向の断面高さが小さくなり、強度が低下する可能性がある。さらに、側突初期の車体変形
量が大きくなる可能性がある。
【００５５】
　車両側部構造２１０の反力と変位の関係をＣＡＥ解析によりグラフに表したところ、図
６に示すグラフＧ２が得られた。グラフＧ２では、変位Ｓ４（＞Ｓ３）において反力Ｆ３
（＞Ｆ２）となっている。つまり、車両側部構造２１０では、車両側部構造２００（図７
（Ａ）参照）よりも高い反力が得られる。
【００５６】
　図７（Ｃ）には、第３対比例の車両側部構造２２０が示されている。車両側部構造２２
０は、車両側部構造２００（図７（Ａ）参照）において、充填材２０８が充填されていな
い構成となっている。車両側部構造２２０の反力と変位の関係をＣＡＥ解析によりグラフ
に表したところ、図６に示すグラフＧ４が得られた。グラフＧ４では、変位Ｓ１（＜Ｓ３
）において反力Ｆ１（＜Ｆ２）となっている。つまり、車両側部構造２２０では、車両側
部構造２００（図７（Ａ）参照）よりも反力が低くなる。これは、充填材２０８が無いた
めと考えられる。
【００５７】
＜作用並びに効果＞
　次に、第１実施形態の車両側部構造２０の作用並びに効果について説明する。
【００５８】
　図３に示す車両側部構造２０では、補強パネル２４の第３本体部５２（基部５２Ａ）に
凹部５２Ｂが形成されている。このため、基部５２Ａが直線状の構成に比べて、補強パネ
ル２４の強度が高められている。さらに、凹部５２Ｂは、基部５２Ａに対して車両幅方向
内側に向けて窪んだ形状となっているため、凹部が車両幅方向外側に向けて窪んだ構成に
比べて、車両幅方向で第１本体部３６と凹部５２Ｂとの間に充填される充填材２６の充填
量を増やすことができる。
【００５９】
　ここで、車両側部構造２０では、バリア２０９との側突時において、センタピラー２２
に車両幅方向内側へ向かう荷重（衝突荷重）ＦＡが作用するため、アウタパネル３２が圧
縮状態となり、インナパネル３４が引っ張り状態となる。つまり、アウタパネル３２が圧
縮力により座屈するが、アウタパネル３２の第１本体部３６が充填材２６により車両幅方
向内側から支持されているため、充填材２６が無い構成に比べて、アウタパネル３２の座
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屈が抑制される。そして、アウタパネル３２の座屈が抑制されることで、アウタパネル３
２に接合された補強パネル２４の座屈を抑制することができる。
【００６０】
　さらに、充填材２６が、第３本体部５２の前側稜線Ａの周囲及び後側稜線Ｂの周囲を除
いて、凹部５２Ｂと第１本体部３６との間に充填されている。このため、前側稜線Ａの周
囲及び後側稜線Ｂの周辺に充填材２６を充填した構成に比べて、補強パネル２４の前側稜
線Ａ及び後側稜線Ｂを車両幅方向外側に配置することができる。これにより、インナパネ
ル３４と補強パネル２４とで形成される閉断面４６Ｂの断面高さを大きくできるので、補
強パネル２４の前側稜線Ａ、後側稜線Ｂ部分が座屈する際の発生（抵抗）モーメントが大
きくなり、車両側部構造２０の強度を向上させることができる。即ち、センタピラー２２
に充填材２６が用いられた構成において、センタピラー２２の強度を向上させることがで
きる。
【００６１】
　加えて、荷重ＦＡが作用したときに、充填材２６が前側稜線Ａの周囲及び後側稜線Ｂの
周囲に無いので、前側稜線Ａ、後側稜線Ｂに充填材２６による荷重伝達が直接行われない
。このため、バリア２０９がアウタパネル３２を変形させて補強パネル２４の前側稜線Ａ
及び後側稜線Ｂに接触するまで、補強パネル２４への荷重伝達が遅れ、補強パネル２４の
変形が遅れるので、側突初期の車体１２（図１参照）の変形量を抑制することができる。
【００６２】
　また、車両側部構造２０では、側突時にアウタパネル３２に作用した荷重ＦＡが、アウ
タパネル３２に接触した充填材２６を介して補強パネル２４に伝達され、補強パネル２４
で負担される。これにより、充填材２６を有していない構成に比べて、アウタパネル３２
で負担される荷重ＦＡが低減されるので、アウタパネル３２の変形を抑制することができ
る。
【００６３】
　さらに、車両側部構造２０では、側突時にアウタパネル３２に作用した荷重ＦＡの一部
が、車両１０のベルトラインＢＬ（図１参照）において、充填材２６を介して補強パネル
２４に伝達され、補強パネル２４で負担される。一方、側突時にアウタパネル３２に作用
した荷重ＦＡの残りが、ベルトラインＢＬから充填材２６を介してルーフサイドレール１
６（図１参照）まで伝達される。このように、側突時にアウタパネル３２に作用した荷重
ＦＡが補強パネル２４とルーフサイドレール１６とに分散されて負担され、補強パネル２
４の一部に局所集中することが抑制されるので、補強パネル２４の変形を抑制することが
できる。
【００６４】
　加えて、車両側部構造２０では、センタピラー２２の閉断面の面積が小さい部位に充填
材２６が充填されることで補強されているので、補強パネル２４及びセンタピラー２２の
変形を抑制することができる。
【００６５】
　車両側部構造２０の反力と変位の関係をＣＡＥ解析によりグラフに表したところ、図６
に示すグラフＧ１が得られた。グラフＧ１では、変位Ｓ２（変位Ｓ１より大きく変位Ｓ３
よりも小さい）において反力Ｆ４（＞Ｆ３）となっている。つまり、車両側部構造２０で
は、対比例の車両側部構造２００、２１０、２２０（図７（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）参照）
よりも高い反力が得られることが確認された。
【００６６】
[第２実施形態]
　次に、第２実施形態に係る車両側部構造７０について説明する。
【００６７】
　第２実施形態に係る車両側部構造７０は、図１に示す第１実施形態に係る車両１０にお
いて、車両側部構造２０に換えて設けられている。なお、第１実施形態と同様の構成につ
いては、同じ符号を付して説明を適宜省略する。同様の構成とは、一部の長さや形状が異
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なるものの、基本的な機能が同様である構成を含む概念である。
【００６８】
　図４には、車両側部構造７０が示されている。車両側部構造７０は、センタピラー７２
と充填材２６とを有している。
【００６９】
＜センタピラー＞
　センタピラー７２は、ロッカ１４（図１参照）からルーフサイドレール１６（図１参照
）まで車両上下方向に延在されている。また、センタピラー７２は、車両上下方向の下端
部がロッカ１４の車両前後方向中央部に溶接で接合され、上端部がルーフサイドレール１
６の車両前後方向中央部に溶接で結合されている。さらに、センタピラー７２は、車両幅
方向外側に配置されたアウタパネル３２と、内側に配置されたインナパネル３４と、補強
パネル２４と、補助補強部材及び対向面の一例としての補助補強パネル７４とを含んで構
成されている。加えて、センタピラー７２は、ベルトラインＢＬ（図１参照）よりも上側
の部位が下側の部位に比べて閉断面の面積が小さくなっている。
【００７０】
　補強パネル２４のフランジ部５３、５４には、車両幅方向外側からアウタパネル３２の
フランジ部３７、３８が重ねられて接合されている。そして、アウタパネル３２と補強パ
ネル２４とで、閉断面４６Ａが形成されている。
【００７１】
（補助補強パネル）
　補助補強パネル７４は、車両幅方向内側に開口した第４本体部８２と、後述する凹部８
２Ｂと、第４本体部８２の車両幅方向内側端部に形成された段差部８３、８４から車両幅
方向内側へ延びる被接合部８５、８６とを備えている。また、補助補強パネル７４は、一
例として、普通鋼板よりも高強度の鋼板で構成されている。さらに、補助補強パネル７４
の厚さは、アウタパネル３２の厚さ又はインナパネル３４の厚さよりも厚くなっている（
厚肉とされている）。加えて、補助補強パネル７４の車両上下方向上端部は、ルーフサイ
ドレール１６（図１参照）に溶接で接合されており、補助補強パネル７４の下端部は、ロ
ッカ１４（図１参照）に溶接で接合されている。補助補強パネル７４は、一例として、補
強パネル２４を車両幅方向の内側から補強している。
【００７２】
　第４本体部８２は、車両前後方向に沿った板状の基部８２Ａと、基部８２Ａに形成され
た凹部８２Ｂと、基部８２Ａの車両前後方向両端部から車両幅方向に沿って内側へ延在さ
れた一対の板状の縦壁部８２Ｃ、８２Ｄとを有している。即ち、第４本体部８２は、車両
上下方向に見た断面形状が車両幅方向内側に開口したハット状に形成されている。言い換
えると、基部８２Ａは、第４本体部８２の外側壁を構成している。また、縦壁部８２Ｃは
、第４本体部８２の前側壁を構成し、縦壁部８２Ｄは、第４本体部８２の後側壁を構成し
ている。
【００７３】
　補助補強パネル７４を車両上下方向に見て、基部８２Ａと縦壁部８２Ｃとの境界部分を
前側稜線Ｅと称し、基部８２Ａと縦壁部８２Ｄとの境界部分を後側稜線Ｆと称する。即ち
、第４本体部８２は、前側稜線Ｅ及び後側稜線Ｆを有している。前側稜線Ｅ及び後側稜線
Ｆは、それぞれ車両上下方向に延びている。また、前側稜線Ｅと後側稜線Ｆは、車両前後
方向に間隔をあけて並んでいる。
【００７４】
　凹部８２Ｂは、基部８２Ａの車両前後方向中央部が車両幅方向内側へ窪んだ部位である
。言い換えると、凹部８２Ｂは、前側稜線Ｅと後側稜線Ｆとの間で車両幅方向外側へ開口
した部位である。また、凹部８２Ｂは、図１に示す車両１０のベルトラインＢＬからルー
フサイドレール１６まで車両上下方向に延在されている。
【００７５】
　図４に示すように、段差部８３は、車両上下方向に見て縦壁部８２Ｃの車両幅方向内側
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端部にクランク状に形成された部位であり、車両幅方向内側が外側よりも車両前後方向前
側に位置する形状となっている。段差部８４は、車両上下方向に見て縦壁部８２Ｄの車両
幅方向内側端部にクランク状に形成された部位であり、車両幅方向内側が外側よりも車両
前後方向後側に位置する形状となっている。
【００７６】
　被接合部８５は、段差部８３の車両幅方向内側端部から車両幅方向内側へ延びた板状部
である。また、被接合部８５は、車両前後方向の後側から補強パネル２４の縦壁部５２Ｃ
に重ねられスポット溶接で接合されている。被接合部８６は、段差部８４の車両幅方向内
側端部から車両幅方向内側へ延びた板状部である。また、被接合部８６は、車両前後方向
の前側から補強パネル２４の縦壁部５２Ｄに重ねられスポット溶接で接合されている。
【００７７】
　既述のように、補強パネル２４とインナパネル３４とで閉断面４６Ｂが形成されている
。閉断面４６Ｂは、補強パネル２４と補助補強パネル７４とで形成された閉断面４６Ｃと
、補助補強パネル７４とインナパネル３４とで形成された閉断面４６Ｄとに区画されてい
る。
【００７８】
　第２実施形態では、基部５２Ａと基部８２Ａとの車両幅方向の距離を半径として前側稜
線Ａを中心とする円を描いたときに、該円の内側に位置する範囲が、「前側稜線Ａの周囲
」に含まれる。また、基部５２Ａと基部８２Ａとの車両幅方向の距離を半径として後側稜
線Ｂを中心とする円を描いたときに、該円の内側に位置する範囲が、「後側稜線Ｂの周囲
」に含まれる。
【００７９】
　また、形成部５６、５７を車両幅方向に沿って第４本体部８２に投影したときの第４本
体部８２の投影部位（投影範囲）を対向部９２、９３と称する。即ち、車両幅方向におい
て、形成部５６と対向部９２とが対向しており、形成部５７と対向部９３とが対向してい
る。
【００８０】
＜充填材＞
　第２実施形態の充填材２６は、形成部５６と対向部９２との間、形成部５７と対向部９
３との間を除いて、閉断面４６Ｃ内に充填されている。具体的には、充填材２６は、加熱
により発泡（膨張）することで、凹部５２Ｂ（補強パネル２４）と凹部８２Ｂとの間に凹
部５２Ｂ及び凹部８２Ｂと接触して充填されている。なお、充填材２６は、発泡させる前
の時点において、凹部５２Ｂ及び凹部８２Ｂと接触していなくてもよい。さらに、充填材
２６は、一例として、凹部８２ＢにベルトラインＢＬ（図１参照）からルーフサイドレー
ル１６（図１参照）まで充填されている。
【００８１】
　このように、充填材２６は、形成部５６と対向部９２との間、形成部５７と対向部９３
との間に存在していない。これにより、車両側部構造７０では、側突時に補強パネル２４
に作用した荷重が、充填材２６を介して直接、補助補強パネル７４の前側稜線Ｅ及び後側
稜線Ｆに伝達されないようになっている。
【００８２】
＜作用並びに効果＞
　次に、第２実施形態の車両側部構造７０の作用並びに効果について説明する。
【００８３】
　図５に示す車両側部構造７０では、補助補強パネル７４の第４本体部８２（基部８２Ａ
）に凹部８２Ｂが形成されている。このため、基部８２Ａが直線状の構成に比べて、補助
補強パネル７４の強度が高められている。さらに、凹部８２Ｂは、基部８２Ａに対して車
両幅方向内側に向けて窪んだ形状となっているため、凹部が車両幅方向外側に向けて窪ん
だ構成に比べて、第３本体部５２と凹部８２Ｂとの間に充填される充填材２６の充填量を
増やすことができる。
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【００８４】
　ここで、車両側部構造７０では、バリア２０９との側突時において、センタピラー７２
に車両幅方向内側へ向かう荷重（衝突荷重）ＦＡが作用するため、アウタパネル３２が圧
縮状態となり、インナパネル３４が引っ張り状態となる。これにより、アウタパネル３２
が圧縮力により座屈する。さらに、座屈したアウタパネル３２が補強パネル２４に接触す
るが、補強パネル２４の第３本体部５２が充填材２６により車両幅方向内側から支持され
ているため、充填材２６が無い構成に比べて、補強パネル２４の座屈が抑制される。そし
て、補強パネル２４の座屈が抑制されることで、補強パネル２４に接合された補助補強パ
ネル７４の座屈を抑制することができる。
【００８５】
　さらに、充填材２６が、第３本体部５２の前側稜線Ａの周囲及び後側稜線Ｂの周囲を除
いて、凹部５２Ｂと凹部８２Ｂとの間に充填されている。このため、前側稜線Ａ、後側稜
線Ｂの周辺に充填材２６を充填した構成に比べて、補助補強パネル７４の前側稜線Ｅ、後
側稜線Ｆを車両幅方向外側に配置することができる。これにより、インナパネル３４と補
助補強パネル７４とで形成される閉断面４６Ｂの断面高さを大きくできるので、前側稜線
Ｅ、後側稜線Ｆ部分が座屈する際の発生（抵抗）モーメントが大きくなり、車両側部構造
７０の強度を向上させることができる。即ち、センタピラー７２に充填材２６が用いられ
た構成において、センタピラー７２の強度を向上させることができる。
【００８６】
　加えて、荷重ＦＡが作用したときに、充填材２６が前側稜線Ａと前側稜線Ｅとの間及び
後側稜線Ｂと後側稜線Ｆとの間に無いので、前側稜線Ａから前側稜線Ｅへ、後側稜線Ｂか
ら後側稜線Ｆへ充填材２６による荷重伝達が行われない。このため、バリア２０９がアウ
タパネル３２及び補強パネル２４を変形させて補助補強パネル７４の前側稜線Ｅ、後側稜
線Ｆに接触するまで、補助補強パネル７４への荷重伝達が遅れ、補助補強パネル７４の変
形が遅れる。これにより、側突初期の車体１２（図１参照）の変形量を抑制することがで
きる。
【００８７】
　また、車両側部構造７０では、側突時にアウタパネル３２と補強パネル２４とが接触す
ることで、荷重ＦＡがアウタパネル３２から補強パネル２４に伝達される。そして、補強
パネル２４に伝達された荷重ＦＡは、補強パネル２４で負担されると共に補強パネル２４
に接触した充填材２６を介して補助補強パネル７４に伝達され、補助補強パネル７４で負
担される。これにより、アウタパネル３２よりも厚肉の補強パネル２４及び補助補強パネ
ル７４で荷重ＦＡが負担されるので、センタピラー７２の変形を抑制することができる。
【００８８】
　さらに、車両側部構造７０では、既述のように、側突時に補強パネル２４に作用した荷
重ＦＡの一部が、車両１０のベルトラインＢＬ（図１参照）において、充填材２６を介し
て補助補強パネル７４に伝達され、補助補強パネル７４で負担される。一方、側突時に補
強パネル２４に作用した荷重ＦＡの残りが、ベルトラインＢＬから充填材２６を介してル
ーフサイドレール１６（図１参照）まで伝達される。このように、側突時に補強パネル２
４に作用した荷重ＦＡが補助補強パネル７４とルーフサイドレール１６とに分散されて負
担され、補助補強パネル７４の一部に局所集中することが抑制されるので、補助補強パネ
ル７４の変形を抑制することができる。
【００８９】
　加えて、車両側部構造７０では、センタピラー７２の閉断面の面積が小さい部位に充填
材２６が充填されているので、補助補強パネル７４及びセンタピラー７２の変形を抑制す
ることができる。
【００９０】
（変形例）
　なお、本発明は上記の実施形態に限定されない。
【００９１】
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　補助補強パネル７４にフランジ部を形成して、該フランジ部を補強パネル２４のフラン
ジ部５３、５４に直接的に接合してもよい。また、補強パネル２４、補助補強パネル７４
に加えて他の補強パネルを用いてもよい。つまり、補強パネルは３枚以上あってもよい。
【００９２】
　補強パネル２４、補助補強パネル７４は、ロッカ１４又はルーフサイドレール１６に対
して直接、接合されたものに限らず、ガセットやブラケットを介して間接的に接合された
ものであってもよい。
【００９３】
　アウタパネル３２、インナパネル３４、補強パネル２４、補助補強パネル７４は、鋼板
以外の材料で構成されていてもよい。例えば、アルミニウム又は樹脂で構成されていても
よい。さらに、アウタパネル３２、インナパネル３４、補強パネル２４、補助補強パネル
７４は、押出成形等の手段を用いて、一体化されていてもよい。
【００９４】
　充填材２６は、発泡材に限らず、接着剤のように発泡していないものであってもよい。
また、充填材２６は、凹部５２Ｂ又は凹部８２Ｂのみに充填されたものに限らない。第１
実施形態の充填材２６は、形成部５６、５７と対向部５８、５９との間を除いて充填され
ればよいので、これらの間を除いた空間であれば、車両上下方向に見て凹部５２Ｂの外側
にも充填材２６が充填されていてもよい。第２実施形態の充填材２６は、形成部５６、５
７と対向部９２、９３との間を除いて充填されればよいので、これらの間を除いた空間で
あれば、車両上下方向に見て凹部８２Ｂの外側にも充填材２６が充填されていてもよい。
【００９５】
　凹部５２Ｂ、凹部８２Ｂは、ベルトラインＢＬよりも車両上下方向の下側に形成されて
いてもよい。そして、充填材２６が、ベルトラインＢＬよりも車両上下方向の下側におい
て、凹部５２Ｂ、凹部８２Ｂに充填されていてもよい。
【００９６】
　補助補強パネル７４は、アウタパネル３２と補強パネル２４との間に配置され、車両幅
方向外側から補強パネル２４に重ねられて接合されていてもよい。
【００９７】
　以上、本発明の実施形態及び変形例に係る車両側部構造について説明したが、これらの
実施形態及び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】
【００９８】
１０　車両
１６　ルーフサイドレール
２０　車両側部構造
２２　センタピラー
２４　補強パネル（補強部材の一例）
２６　充填材
３２　アウタパネル（対向面の一例）
３４　インナパネル
４６　閉断面
５２　第３本体部（本体部の一例）
５２Ａ　基部（側壁の一例）
５２Ｂ　凹部
５２Ｃ　縦壁部（前壁の一例）
５２Ｄ　縦壁部（後壁の一例）
７０　車両側部構造
７２　センタピラー
７４　補助補強パネル（補助補強部材及び対向面の一例）
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Ａ　前側稜線
Ｂ　後側稜線
ＢＬ　ベルトライン
Ｅ　前側稜線
Ｆ　後側稜線
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