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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中空本体の内部に発泡補強部材が配設された中空構造物であって、
　前記発泡補強部材は、全周に亘って略一定の厚みを有し且つ少なくとも一部が発泡成形
された板枠状の周壁部を備え、
　該周壁部は、前記中空本体の内壁面に接着剤を介して接着結合され、
　前記周壁部における前記中空本体の稜線部への接着部分は、前記周壁部における残りの
部分に比べて発泡倍率が低い樹脂部分からなることを特徴とする発泡補強部材が配設され
た中空構造物。
【請求項２】
　前記周壁部は、発泡接着剤を介して前記中空本体の内壁面に接着結合され、
　前記周壁部と前記中空本体の内壁面との間隔は全周に亘って略一定であることを特徴と
する請求項１に記載の発泡補強部材が配設された中空構造物。
【請求項３】
　前記中空構造物は、車体の一部を構成する車体構成部材であることを特徴とする請求項
１または請求項２に記載の発泡補強部材が配設された中空構造物。
【請求項４】
　中空本体の内部に発泡補強部材が配設された中空構造物の製造方法であって、
　全周に亘って略一定の厚みを有する周壁部を備え、且つ、発泡性樹脂材料が成形型のキ
ャビティ内に充填された後に該成形型の少なくとも一部がキャビティの容積を拡大する方
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向にコアバックされることで前記周壁部における前記中空本体の稜線部の内壁面に対する
接着部分が残りの部分に比べて発泡倍率が低くなるように発泡成形された発泡補強部材を
準備する準備工程と、
　該準備工程の後、前記発泡補強部材の前記周壁部において前記発泡倍率が低い部分を、
前記中空本体の内壁面に接着剤を介して接着結合する接着工程と、を有することを特徴と
する発泡補強部材が配設された中空構造物の製造方法。
【請求項５】
　前記準備工程の前に、前記発泡補強部材を成形する成形工程を有し、
　該成形工程では、前記稜線部の内壁面に対する前記発泡補強部材の前記周壁部の接着部
分を成形する複数の固定型と、隣り合う該固定型間に挟まれて配設されるとともに前記周
壁部の残りの部分を成形する複数の可動型とを備えた成形型を用いて、該成形型のキャビ
ティに発泡性樹脂材料を充填した後、前記キャビティの容積を拡大する方向に前記可動型
をコアバックすることで前記残りの部分を発泡させながら、前記発泡補強部材を成形する
ことを特徴とする請求項４に記載の発泡補強部材が配設された中空構造物の製造方法。
【請求項６】
　前記接着工程では、前記発泡補強部材の周壁部を、前記中空本体の内壁面に対して全周
に亘って略一定の間隔を空けて対向配置し、前記周壁部と前記中空本体の内壁面との間に
発泡接着剤を配設した後、該発泡接着剤を発泡させ、該発泡接着剤を介して前記周壁部を
前記中空本体に接着結合することを特徴とする請求項４または請求項５に記載の発泡補強
部材が配設された中空構造物の製造方法。
【請求項７】
　前記中空構造物は、車体の一部を構成する車体構成部材であり、
　前記接着工程では、車体の塗装乾燥時の熱によって前記発泡接着剤を発泡させることを
特徴とする請求項４から請求項６のいずれか１項に記載の発泡補強部材が配設された中空
構造物の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発泡補強部材が中空本体の内部に配設された中空構造物及びその製造方法に
関し、特に、中空本体の内壁面に前記発泡補強部材の板枠状の周壁部が接着結合された中
空構造物及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車等の車両における車体の一部を構成するサイドシルやピラーなどの車体構成部材
は一般に、金属製の板状素材を中空状に形成した中空構造物として構成されている。また
、車体構成部材として、その中空本体の内部に金属製または樹脂製の補強部材を発泡接着
剤によって取り付けたものも知られている。
【０００３】
　例えば特許文献１には、ピラーなどの金属製の中空本体の内部に樹脂製の補強部材を配
設し、該補強部材に予め取り付けた発泡接着剤を焼付け塗装時の熱により発泡させて膨張
させることによって、該発泡接着剤を介して補強部材を中空本体に結合させるようにした
構成が開示されている。このように、補強部材を樹脂製とすれば、金属製の補強部材を用
いる場合に比べて重量の増加を抑制することができる。
【０００４】
　しかしながら、近年ますます高まる燃費向上の要請に応える観点から、補強部材により
中空構造物を補強する場合、該補強部材の重量を一層低減して、車体全体の重量低減を図
ることが求められる。
【０００５】
　そこで、少なくとも一部が発泡成形された樹脂からなる発泡補強部材を用いることで、
補強効果を良好に維持しつつ、重量の低減を図ることが考えられる。
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【０００６】
　図８は、所謂コアバック法（例えば特許文献２参照）により、発泡補強部材の板枠状の
周壁部を発泡成形する成形型の一例として考えられる成形型１２０を示している。
【０００７】
　図８に示す成形型１２０は、発泡補強部材１１０の周壁部１１６を外側から成形する複
数の可動コア１２１～１２４と、各可動コア１２１～１２４を挟むようにして設けられた
複数の固定コア１２５～１２８と、前記周壁部１１６を内側から成形する内側コア１６９
とを有する。成形の際は、先ず、この成形型１２０のキャビティＳ１に発泡性樹脂材料Ｐ
１を射出して充填した後に、前記可動コア１２１～１２４をそれぞれキャビティＳ１の容
積を拡大するように成形型１２０の外側に向かって移動（コアバック）させる。これによ
り、キャビティＳ１内の樹脂は、コアバックにより発泡が促進されながら成形される。
【０００８】
　図９に示すように、上記の成形型１２０により発泡成形された発泡補強部材１１０は、
発泡接着剤１０５を介して例えばサイドシル等の中空構造物１００の中空本体１０７に接
着結合される。具体的には、先ず、発泡補強部材１１０の外周面に発泡接着剤１０５を二
色成形または塗布等により層状に設けた後、この発泡補強部材１１０を中空本体１０７の
内部に配設する。この時点において、中空構造物１００の内周面と発泡接着剤１０５との
間には隙間が生じた状態となるが、その後に行う塗装乾燥時の熱により、発泡接着剤１０
５が発泡しながら膨張し、これにより、中空本体１０７の内周面と発泡補強部材１１０の
外周面との間に発泡接着剤１０５が充填されて、この発泡接着剤１０５を介して、補強部
材１１０が中空本体１０７に接着結合される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００１－１９１９４９号公報
【特許文献２】特開２００９－２４１５３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、例えば図８に示す成形型１２０を用いて全体的に発泡成形した周壁部１
１６は、同じ厚みを有する非発泡の周壁部に比べて、強度的に不利になる。
【００１１】
　また、図８に示す成形型１２０を用いる場合、図１０に示すように、各可動コア１２１
～１２４のコアバックに対して該可動コア１２１～１２４の成形面の縁部に対向する樹脂
部分が追従し難く形状ダレＦが生じやすいという理由に加えて、そもそも成形型１２０の
構造上の制約により発泡補強部材１００の稜線部１４１～１４４の外側に固定コア１２５
～１２８を設けざるを得ないという理由により、発泡補強部材１１０の稜線部１４１～１
４４については、板厚を拡大するように発泡成形できず、板厚の拡大による強度向上を図
れない。そのため、この場合、補強に関して特に重要な中空本体１０７の稜線部１５１～
１５４を発泡補強部材１１０により効果的に補強することができない。なお、図示された
二点鎖線Ｌ２は、キャビティＳ１に充填された後であって発泡成形される前の状態におけ
る周壁部１１６の外周面を示す。
【００１２】
　さらに、この場合、図１１（ａ）に示すように、発泡補強部材１１０の前記稜線部１４
１～１４４と中空本体１０７の稜線部１５１～１５４との隙間が他の隙間部分に比べて著
しく大きくなってしまう。よって、発泡補強部材１１０の外周面に一定の厚みで形成され
た各接着剤部分１０５ａ，１０５ｂ，１０５ｃを発泡させたとき、図１１（ｂ）に示すよ
うに、発泡補強部材１１０の稜線部１４１～１４４以外の部分を覆う接着剤部分１０５ａ
’，１０５ｃ’は均一な厚みを維持しながら適切な倍率で発泡するのに対して、稜線部１
４１～１４４を覆う接着剤部分１０５ｂ’は他の部分に比べて厚みを拡大しながら過剰に
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高い倍率で発泡してしまう。そのため、中空本体１０７の稜線部１５１～１５４に対する
発泡補強部材１１０の接着強度が弱くなり、中空本体１０７の稜線部１５１～１５４を効
果的に補強することができないという問題もある。
【００１３】
　そこで、本発明は、中空本体の内部に配設される補強部材として発泡補強部材を用いる
ことで中空構造物の軽量化を図りつつ、この発泡補強部材により中空本体の特に稜線部を
効果的に補強することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　前記課題を解決するため、本発明に係る発泡補強部材が配設された中空構造物及びその
製造方法は、次のように構成したことを特徴とする。
【００１５】
　まず、本願の請求項１に記載の発明に係る発泡補強部材が配設された中空構造物は、
　中空本体の内部に発泡補強部材が配設された中空構造物であって、
　前記発泡補強部材は、全周に亘って略一定の厚みを有し且つ少なくとも一部が発泡成形
された板枠状の周壁部を備え、
　該周壁部は、前記中空本体の内壁面に接着剤を介して接着結合され、
　前記周壁部における前記中空本体の稜線部への接着部分は、前記周壁部における残りの
部分に比べて発泡倍率が低い樹脂部分からなることを特徴とする。
【００１６】
　なお、本明細書において、上記の「前記周壁部における残りの部分に比べて発泡倍率が
低い」状態には、全く発泡していない状態も含まれるものとする。
【００１７】
　次に、請求項２に記載の発明は、前記請求項１に記載の発明において、
　前記周壁部は、発泡接着剤を介して前記中空本体の内壁面に接着結合され、
　前記周壁部と前記中空本体の内壁面との間隔は全周に亘って略一定であることを特徴と
する。
【００１８】
　さらに、請求項３に記載の発明は、前記請求項１または請求項２に記載の発明において
、
　前記中空構造物は、車体の一部を構成する車体構成部材であることを特徴とする。
【００１９】
　また、請求項４に記載の発明に係る発泡補強部材が配設された中空構造物の製造方法は
、
　中空本体の内部に発泡補強部材が配設された中空構造物の製造方法であって、
　全周に亘って略一定の厚みを有する周壁部を備え、且つ、発泡性樹脂材料が成形型のキ
ャビティ内に充填された後に該成形型の少なくとも一部がキャビティの容積を拡大する方
向にコアバックされることで前記周壁部における前記中空本体の稜線部の内壁面に対する
接着部分が残りの部分に比べて発泡倍率が低くなるように発泡成形された発泡補強部材を
準備する準備工程と、
　該準備工程の後、前記発泡補強部材の前記周壁部において前記発泡倍率が低い部分を、
前記中空本体の内壁面に接着剤を介して接着結合する接着工程と、を有することを特徴と
する。
【００２０】
　さらに、請求項５に記載の発明は、前記請求項４に記載の発明において、
　前記準備工程の前に、前記発泡補強部材を成形する成形工程を有し、
　該成形工程では、前記稜線部の内壁面に対する前記発泡補強部材の前記周壁部の接着部
分を成形する複数の固定型と、隣り合う該固定型間に挟まれて配設されるとともに前記周
壁部の残りの部分を成形する複数の可動型とを備えた成形型を用いて、該成形型のキャビ
ティに発泡性樹脂材料を充填した後、前記キャビティの容積を拡大する方向に前記可動型
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をコアバックすることで前記残りの部分を発泡させながら、前記発泡補強部材を成形する
ことを特徴とする。
【００２１】
　さらにまた、請求項６に記載の発明は、前記請求項４または請求項５に記載の発明にお
いて、
　前記接着工程では、前記発泡補強部材の周壁部を、前記中空本体の内壁面に対して全周
に亘って略一定の間隔を空けて対向配置し、前記周壁部と前記中空本体の内壁面との間に
発泡接着剤を配設した後、該発泡接着剤を発泡させ、該発泡接着剤を介して前記周壁部を
前記中空本体に接着結合することを特徴とする。
【００２２】
　加えて、請求項７に記載の発明は、前記請求項４から請求項６のいずれか１項に記載の
発明において、
　前記中空構造物は、車体の一部を構成する車体構成部材であり、
　前記接着工程では、車体の塗装乾燥時の熱によって前記発泡接着剤を発泡させることを
特徴とする。
【発明の効果】
【００２３】
　請求項１に記載の発明に係る発泡補強部材が配設された中空構造物では、発泡補強部材
の周壁部における中空本体の稜線部への接着部分が、前記周壁部における残りの部分に比
べて発泡倍率が低い樹脂部分からなるため、この発泡倍率の低さにより高強度が維持され
た部分を中空本体の稜線部に接着結合することにより、この稜線部を効果的に補強するこ
とができるとともに、前記周壁部における残りの部分を比較的高い発泡倍率で発泡成形す
ることで、発泡補強部材の重量を低減することができ、中空構造物全体の軽量化に貢献す
ることができる。
【００２４】
　また、請求項２に記載の発明によれば、発泡補強部材の周壁部と中空本体の内壁面との
間隔が全周に亘って略一定であるため、この隙間に一定の厚みで層状に設けた発泡接着剤
を発泡、膨張させる際、この発泡接着剤の発泡倍率を全周に亘って均一にすることができ
る。そのため、中空本体の稜線部の内壁面に対する発泡補強部材の接着部分において、適
切な倍率で発泡した発泡接着剤により高い接着強度が得られるため、この稜線部を一層効
果的に補強することができる。
【００２５】
　さらに、請求項３に記載の発明によれば、中空構造物は、車体の一部を構成する車体構
成部材であることにより、車体の重量を抑制しつつ車体の剛性を向上させることができ、
前記効果を具体的に実現することができる。
【００２６】
　また、請求項４に記載の発明に係る発泡補強部材が配設された中空構造物の製造方法に
よれば、前記発泡補強部材の周壁部における中空本体の稜線部への接着部分が、前記周壁
部における残りの部分に比べて発泡倍率が低い樹脂部分からなるため、前記周壁部におい
て発泡倍率が比較的低く高強度が維持された部分を中空本体の稜線部に接着結合すること
により、この稜線部を効果的に補強することができるとともに、前記周壁部における残り
の部分が比較的高い発泡倍率で発泡成形されていることで、発泡補強部材の重量を低減す
ることができ、中空構造物全体の軽量化に貢献することができる。
【００２７】
　また、請求項５に記載の発明によれば、発泡補強部材を成形する際、該発泡補強部材の
周壁部における中空本体の稜線部の内壁面への接着部分以外の部分について、可動型のコ
アバックにより発泡成形することで発泡補強部材を軽量化することができる。また、前記
周壁部における中空本体の稜線部の内壁面に対する接着部分については、固定型により確
実に所望の形状および板厚となるように成形されるため、当該接着部分の支持強度を高め
て、中空本体の稜線部を一層効果的に補強することができる。



(6) JP 5655558 B2 2015.1.21

10

20

30

40

50

【００２８】
　さらに、請求項６に記載の発明によれば、発泡補強部材の周壁部を、全周に亘って略一
定の厚みとなるように中空本体の内壁面に対向配置するため、この隙間に一定の厚みで層
状に設けた発泡接着剤を発泡、膨張させる際、この発泡接着剤の発泡倍率を全周に亘って
均一にすることができる。そのため、中空本体の稜線部の内壁面に対する発泡補強部材の
接着部分において、適切な倍率で発泡した発泡接着剤により高い接着強度が得られるため
、この稜線部を一層効果的に補強することができる。
【００２９】
　さらにまた、請求項７に記載の発明によれば、前記中空構造物は、車体の一部を構成す
る車体構成部材であり、発泡接着剤の発泡を、車体の塗装乾燥時の熱によって行うことに
よって、発泡接着剤を発泡させるための工程を別途設ける必要がなく、車体の製造時に一
般に施される塗装乾燥時に発泡接着剤を発泡させることができるので、既存の製造工程を
利用することができ、前記効果をより有効に奏することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の実施形態に係る発泡補強部材が配設された中空構造物を適用したサイド
シルを示す斜視図である。
【図２】本発明の実施形態に係る発泡補強部材を示す斜視図である。
【図３】図１におけるＹ３ａ－Ｙ３ａ線に沿ったサイドシルの断面図である。
【図４】図１におけるＹ３ｂ－Ｙ３ｂ線に沿ったサイドシルの断面図である。
【図５】発泡補強部材の外周面に設けられた発泡接着剤が発泡する前の状態におけるサイ
ドシルのＹ３ａ－Ｙ３ａ線断面図である。
【図６】図２に示す発泡補強部材を成形する成形型のコアバック前の状態を示す断面図で
ある。
【図７】図６に示す成形型のコアバック後の状態を示す断面図である。
【図８】発泡補強部材の板枠状の周壁部を発泡成形する成形型の従来例を示す断面図であ
る。
【図９】図８に示す成形型で成形された発泡補強部材が発泡接着剤を介して中空本体の内
壁面に接着結合された中空構造物を示す断面図である。
【図１０】図８のＡ部に関するコアバック後の状態を示す拡大図である。
【図１１】図９のＢ部に関する発泡接着剤の発泡前後の状態を示す拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、本発明の実施形態について添付図面を参照しながら説明する。なお、以下の説明
では、「上」、「下」、「右」、「左」及びそれらの用語を含む別の用語など特定の方向
を意味する用語を使用するが、それらの使用は図面を参照した発明の理解を容易にするた
めであって、それらの用語の意味によって本発明の技術的範囲が限定されるものではない
。
【００３２】
　図１は、本発明の実施形態に係る発泡補強部材が配設された中空構造物を適用したサイ
ドシルを示す斜視図であり、図１では、センタピラーとの結合部を含むサイドシルを示し
ている。なお、図１では、サイドシルの内部に配設された補強部材を明瞭に図示するため
に、サイドシルを構成するサイドシルインナ及びサイドシルアウタと、センタピラーを構
成するセンタピラーインナ及びセンタピラーアウタとを二点鎖線で示し、これを透過状態
で示している。
【００３３】
　図１に示すように、本発明の実施形態に係る発泡補強部材が配設された中空構造物を適
用したサイドシル１０は、車体の一部を構成する車体構成部材であり、車体下部において
車体前後方向に延びるように配設された中空本体１７を備え、該中空本体１７に車体上下
方向に延びるセンタピラー２０が結合されている。また、中空本体１７の内部には、セン
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タピラー２０との結合部２５の近傍において該結合部２５の車体前方側及び車体後方側に
それぞれサイドシル１０を補強するための補強部材３０及び４０が配設されている。
【００３４】
　中空本体１７は、車体の内面の一部を構成して車体前後方向に延びるサイドシルインナ
１１と、車体の外面の一部を構成して車体前後方向に延びるサイドシルアウタ１２とによ
って中空状に形成されている。
【００３５】
　具体的には、サイドシルインナ１１は、略水平方向に延びる上面部１１ａと、上面部１
１ａに対向して上面部１１ａの下方に位置し、略水平方向に延びる下面部１１ｂと、下面
部１１ｂから上面部１１ａまで略垂直方向に延びる側面部１１ｃとを備え、車幅方向内方
側（図１では左側である車内側）に側面部１１ｃが膨出するようにして配設されている。
【００３６】
　サイドシルインナ１１にはまた、上面部１１ａの車幅方向外方端部に上面部１１ａから
上方へ延びる上フランジ部が形成されるとともに、下面部１１ｂの車幅方向外方端部に下
面部１１ｂから下方へ延びる下フランジ部が形成され、サイドシルインナ１１は、断面略
ハット状に形成されている。
【００３７】
　一方、サイドシルアウタ１２は、略水平方向に延びる上面部１２ａと、上面部１２ａに
対向して上面部１２ａの下方に位置し、略水平方向に延びる下面部１２ｂと、下面部１２
ｂから上面部１２ａまで略垂直方向に延びる側面部１２ｃとを備え、車幅方向外方側（図
１では右側である車外側）に側面部１２ｃが膨出するようにして配設されている。
【００３８】
　サイドシルアウタ１２もまた、上面部１２ａの車幅方向内方端部に上面部１２ａから上
方へ延びる上フランジ部が形成されるとともに、下面部１２ｂの車幅方向内方端部に下方
へ延びる下フランジ部が形成され、サイドシルアウタ１２は、断面ハット状に形成されて
いる。
【００３９】
　そして、サイドシルインナ１１とサイドシルアウタ１２とは、上フランジ部及び下フラ
ンジ部同士が接合され、これによって中空状の中空本体１７が形成されている。なお、サ
イドシルインナ１１とサイドシルアウタ１２とはそれぞれ、鋼板などの金属製の板状素材
をプレス加工して形成され、サイドシルインナ１１とサイドシルアウタ１２とは、例えば
スポット溶接などを用いて接合される。
【００４０】
　このようにして形成されるサイドシル１０には、サイドシルインナ１１の上面部１１ａ
及び側面部１１ｃによってそれらの間に稜線部１１ｄが形成され、サイドシルインナ１１
の下面部１１ｂ及び側面部１１ｃによってそれらの間に稜線部１１ｅが形成され、サイド
シルアウタ１２の上面部１２ａ及び側面部１２ｃによってそれらの間に稜線部１２ｄが形
成され、サイドシルアウタ１２の下面部１２ｂ及び側面部１２ｃによってそれらの間に稜
線部１２ｅが形成され、中空本体１７は略矩形閉断面状に形成されている。
【００４１】
　なお、以下では、適宜、サイドシルインナ１１の側面部１１ｃを中空本体１７の車幅方
向内方側の側面部である内側面部１１ｃとして表し、サイドシルアウタ１２の側面部１２
ｃを中空本体１７の車幅方向外方側の側面部である外側面部１２ｃとして表し、サイドシ
ルインナ１１の上面部１１ａ、サイドシルアウタ１２の上面部１２ａを中空本体１７の上
面部１１ａ，１２ａとして表し、サイドシルインナ１１の下面部１１ｂ、サイドシルアウ
タ１２下面部１２ｂを中空本体１７の下面部１１ｂ，１２ｂとして表す。
【００４２】
　また、サイドシル１０に結合されるセンタピラー２０は、車体の内面の一部を構成して
車体上下方向に延びるセンタピラーインナ２１と、車体の外面の一部を構成して車体上下
方向に延びるセンタピラーアウタ２２とによって中空状に形成され、サイドシル１０との
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結合部２５において、センタピラーインナ２１がサイドシルインナ１１と一体的に形成さ
れるとともにセンタピラーアウタ２２がサイドシルアウタ１２と一体的に形成されている
。
【００４３】
　図２は、本発明の実施形態に係る発泡補強部材を示す斜視図、図３は、図１におけるＹ
３ａ－Ｙ３ａ線に沿ったサイドシルの断面図、図４は、Ｙ３ｂ－Ｙ３ｂ線に沿ったサイド
シルの断面図である。なお、図２では、発泡補強部材の周壁部の発泡前の状態を二点鎖線
Ｌ１２で示している。
【００４４】
　サイドシル１０において、センタピラー２０との結合部２５よりも車体前方側に配設さ
れる発泡補強部材３０と、前記結合部２５よりも車体後方側に配設される発泡補強部材４
０とは同様に構成されているため、以下では、車体前方側の補強部材３０についてのみ説
明する。
【００４５】
　図２及び図３に示すように、中空本体１７の内部に配設される発泡補強部材３０は、中
空本体１７を横切る方向に延び、中空本体１７の内部を車体前後方向に区切る板状の隔壁
部３５と、該隔壁部３５に結合され該隔壁部３５の周縁を覆う枠板状の周壁部３６とを備
えている。
【００４６】
　図３に示すように、隔壁部３５は、中空本体１７の内面形状に対応した外形を有し、中
空本体１７の長手方向に直角な面に沿って形成されている。ただし、本発明において、発
泡補強部材３０には必ずしも隔壁部３５を設ける必要はない。
【００４７】
　周壁部３６もまた、中空本体１７の内面形状に対応した外形を有し、中空本体１７の上
面部１１ａ，１２ａ、下面部１１ｂ，１２ｂ、内側面部１１ｃ及び外側面部１２ｃにそれ
ぞれ発泡接着剤１５を介して接着結合される接着面部である上面部３１、下面部３２、内
側面部３３及び外側面部３４を備え、これら相互に隣接する接着面部間にそれぞれ稜線部
４１～４４が形成されている。また、周壁部３６は、全周に亘って略一定の厚みを有する
ように形成されている。
【００４８】
　また、発泡補強部材３０は、周壁部３６において互いに対向する内壁面同士に跨る複数
のリブ３７を有する。これらのリブ３７は、隔壁部３５を中空本体１７の長手方向に貫通
して設けられている。
【００４９】
　発泡補強部材３０は、図６及び図７に示す成形型６０を用いて射出成形されるが、その
具体的な成形方法については後述する。
【００５０】
　図３及び図４に示すように、発泡補強部材３０の周壁部３６は、中空本体１７の内壁面
に対して略平行に配置された状態、具体的には、周壁部３６を構成する上面部３１、下面
部３２及び両側の側面部３３，３４がそれぞれ中空本体１７の上面部１１ａ，１２ａ、下
面部１１ｂ，１２ｂ及び両側の側面部１１ｃ，１２ｃに対して所定の間隔を空けて略平行
に配置された状態で、中空本体１７に接着結合されている。すなわち、この結合状態にお
いて、発泡補強部材３０の周壁部３６の各稜線部４１～４４は、中空本体１７の各稜線部
１１ｄ，１１ｅ，１２ｄ，１２ｅの内壁面に対して所定の間隔を空けて対向配置されてい
る。
【００５１】
　続いて、上記のように構成される発泡補強部材３０が配設されたサイドシル１０を製造
する方法について説明する。
【００５２】
　先ず、別々に所定形状に成形した発泡補強部材３０と中空本体１７とを準備する。前述
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したように、中空本体１７は、サイドシルインナ１１とサイドシルアウタ１２とがそれぞ
れ、鋼板などの金属製の板状素材をプレス加工して所定形状に成形され、発泡補強部材３
０は、成形型のキャビティに発泡性樹脂材料を射出して充填した後、該成形型の少なくと
も一部をキャビティの容積を拡大する方向に該成形型の外側に向かってコアバックさせる
ことで成形される。発泡補強部材３０を成形する方法については後に詳細に説明する。
【００５３】
　次に、発泡補強部材３０の周壁部３６を中空本体１７の内壁面に接着剤を介して接着結
合する。具体的には、先ず、発泡補強部材３０の周壁部３６の外周面に発泡接着剤１５を
層状に設ける。本実施形態では、図５に示すように、周壁部３６の全周に亘って一定の厚
みで発泡接着剤１５を設けるようにするが、発泡接着剤１５は、周壁部３６における中空
本体１７の稜線部１１ｄ，１１ｅ，１２ｄ，１２ｅへの接着部分、すなわち周壁部３６の
稜線部４１～４４を挟んだ両側近傍部間に亘る連続部分の外周面に連続的に設けるように
すれば、必ずしも全周に亘って設けなくてもよい。
【００５４】
　発泡接着剤１５は、発泡補強部材３０と同様に射出成形によってシート状に成形するこ
とができる。例えば、発泡補強部材３０を成形した後に、別の成形装置の成形型に発泡補
強部材３０をインサートし、発泡補強部材３０の外周にシート状の発泡接着剤１５を射出
成形によって成形することができる。また、発泡補強部材３０を成形するための成形型に
おいて発泡補強部材３０を成形した後に該成形型を所定厚み分だけ開き、これにより生じ
る隙間に発泡接着剤１５を射出充填して成形する、所謂二重成形（二色成形）によって発
泡接着剤１５をシート状に設けることも可能である。
【００５５】
　なお、発泡接着剤としては、エポキシ樹脂やウレタン樹脂などの熱硬化性樹脂を用いる
ことができ、該樹脂にフィラーとして無機系のガラス繊維、炭酸カルシウム、タルク、ク
レーなど、有機系フィラーのパルプ繊維や木粉などを含有させるようにしてもよい。例え
ば、発泡接着剤として、商品名：Ｌ－５５２０（エルアンドエル・プロダクツ社製）を用
いることができる。また、発泡接着剤に用いる発泡剤としては、超臨界状態にした二酸化
炭素又は窒素等の不活性ガスを用いることができ、その他の物理発泡剤、炭酸水素ナトリ
ウム等の化学発泡剤、或いは、気化等により膨張可能な膨張剤と該膨張剤を内包する球殻
状のシェルとからなる熱膨張性マイクロカプセルを使用することも可能である。
【００５６】
　続いて、この発泡補強部材３０を中空本体１７の内部の所定位置に配設する。このとき
、発泡補強部材３０の周壁部３６が中空本体１７の内壁面に対して全周に亘って略一定の
間隔を空けて対向配置されるように、発泡補強部材３０を配設する。なお、このとき、こ
のような発泡補強部材３０の配置状態を維持するために、図示しないクリップ等を用いて
、発泡補強部材３０を中空本体１７に対して仮止めしておく。このようにして発泡補強部
材３０を中空本体１７の内部に配設した状態において、発泡補強部材３０の周壁部３６と
中空本体１７の内壁面との間に発泡接着剤１５が配設されることとなる。
【００５７】
　その後、サイドシル１０を備えた車体に防錆処理として電着塗装が施され、サイドシル
１０では、この車体の電着塗装の乾燥時の熱によって発泡接着剤１５が発泡して、この発
泡接着剤１５が発泡補強部材３０の周壁部３６と中空本体１７の内壁面との隙間を埋める
ように膨張し、これにより、発泡補強部材３０と中空本体１７とが発泡接着剤１５を介し
て接着結合されて、発泡補強部材３０が配設されたサイドシル１０が得られる。なお、電
着塗装の乾燥は、例えば１５０～１７０度の温度に保持することにより行われる。
【００５８】
　以下、発泡補強部材３０を成形する方法について具体的に説明する。
【００５９】
　図６に示すように、発泡補強部材３０の成形に用いる成形型６０は、発泡補強部材３０
の周壁部３６における稜線部４１～４４を挟んだ両側近傍部間に亘る連続部分を外側から
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成形する４つの固定コア６１～６４と、隣り合う固定コア６１～６４間に挟まれて配設さ
れるとともに周壁部３６における前記連続部分を除いた残りの部分、すなわち上面部３１
、下面部３２、内側面部３３及び外側面部３４の各中央部５５～５８を外側から成形する
４つの可動コア６５～６８とを有する。また、成形型６０は、周壁部３６全体を内側から
成形するとともに複数のリブ３７を成形する複数の内側コア６９を更に有する。発泡補強
部材３０の周壁部３６を成形する内側コア６９の成形面と、該成形面に対向する各固定コ
ア６１～６４の成形面とは、周壁部３６の板厚を規定する間隔を空けて配置されている。
一方、各可動コア６５～６８は、これに対向する内側コア６９の成形面に対して、近接ま
たは離間する方向に移動可能に設けられているが、成形型６０を型締めした状態において
は、周壁部３６の板厚よりも小さな間隔を空けて配置されている。
【００６０】
　成形の際は、先ず、成形型６０を型締めした状態で、図示しない射出装置により発泡性
樹脂材料Ｐを成形型６０のキャビティＳに射出して充填する。型締めした状態の成形型６
０において、可動コア６５～６８の成形面とこれに対向する内側コア６９の成形面との間
隔は、固定コア６１～６４の成形面とこれに対向する内側コア６９の成形面との間隔に等
しくなっており、これにより、発泡性樹脂材料Ｐの射出充填完了時において、周壁部３６
を構成する発泡性樹脂材料Ｐの板厚は全周に亘って略等しくなるようになっている。
【００６１】
　なお、発泡性樹脂材料Ｐに用いる樹脂としては、ＰＰ樹脂、ＰＡ６樹脂、ＰＡ６６樹脂
、ＭＸＤ樹脂などの樹脂を用いることができ、該樹脂に、フィラーとしてガラス繊維、炭
素繊維、樽区などを含有させるようにしてもよい。より具体的には、例えば、３０重量％
ガラス繊維を含有させたポリアミド６樹脂である商品名：Ｔ－４０２（東洋紡績株式会社
製）を用いることができる。また、発泡性樹脂材料Ｐに用いる発泡剤としては、超臨界状
態にした二酸化炭素又は窒素等の不活性ガスを用いることができ、その他の物理発泡剤、
炭酸水素ナトリウム等の化学発泡剤、或いは、気化等により膨張可能な膨張剤と該膨張剤
を内包する球殻状のシェルとからなる熱膨張性マイクロカプセルを使用することも可能で
ある。
【００６２】
　次に、図７に示すように、可動コア６５～６８を、キャビティＳの容積を拡大するよう
に成形型６０の外側に向かってコアバックさせる。これにより、キャビティＳ内の樹脂材
料Ｐは、発泡補強部材３０の周壁部３６における前記中央部５５～５８を構成する部分に
おいて、発泡が促進されながら可動コア６５～６８のコアバックに追従して膨張する。こ
のようにして、発泡補強部材３０の周壁部３６の前記中央部５５～５８は、稜線部４１～
４４を挟んだ両側近傍部間に亘る連続部分と略同じ厚みになるまで板厚を径方向外側へ拡
大しながら発泡成形される。
【００６３】
　このようにして成形された発泡補強部材３０において、周壁部３６の前記中央部５５～
５８は、稜線部４１～４４を挟んだ両側近傍部間に亘る連続部分に比べて発泡倍率が高い
高発泡部Ｈとなるのに対して、稜線部４１～４４を挟んだ両側近傍部間に亘る連続部分は
、前記中央部５５～５８に比べて発泡倍率が低い低発泡部Ｌとなる。この低発泡部Ｌでは
、樹脂材料Ｐに含まれる発泡剤により僅かながら発泡するが、その発泡倍率は高発泡部Ｈ
に比べて著しく低いため、低発泡部Ｌにおいては、非発泡で成形する場合と同様の高い支
持強度を得ることができる。そして、発泡補強部材３０は、高い支持強度を有する低発泡
部Ｌにおいて中空本体１７の稜線部１１ｄ，１１ｅ，１２ｄ，１２ｅに接着されるため、
補強面において特に重要なこの稜線部１１ｄ，１１ｅ，１２ｄ，１２ｅを効果的に補強す
ることができる。
【００６４】
　また、発泡補強部材３０の周壁部３６は、高発泡部Ｈが設けられることで軽量化が図ら
れているため、サイドシル１０、ひいては車体全体の軽量化に貢献することができる。
【００６５】
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　さらに、周壁部３６の稜線部４１～４４は、固定コア６１～６４により成形された低発
泡部Ｌであるため、この稜線部４１～４４において、所謂コアバック法により発泡成形さ
れる場合に生じるような形状ダレを防止して、所望の板厚を確実に確保することができる
。したがって、図５に示すように、中空本体１７の内部に発泡補強部材３０を配設したと
き、発泡補強部材３０の周壁部３６と中空本体１７の内壁面との隙間が所望の間隔よりも
大きく拡がることを防止でき、これにより、この隙間に一定の厚みで層状に設けた発泡接
着剤１５を発泡、膨張させる際、この発泡接着剤１５の発泡倍率が過剰に高くなることを
防止できる。そのため、中空本体１７の稜線部１１ｄ，１１ｅ，１２ｄ，１２ｅの内壁面
に対する発泡補強部材３０の接着部分において、適切な倍率で発泡した発泡接着剤１５に
より高い接着強度が得られるため、この稜線部１１ｄ，１１ｅ，１２ｄ，１２ｅを一層効
果的に補強することができる。
【００６６】
　なお、発泡補強部材３０の成形に関して、上記のように周壁部３６がコアバック法によ
り発泡成形されているが、隔壁部３５についても同様にコアバック法を用いて発泡成形す
ることで、該隔壁部３５の板厚を厚くすることが可能である。この場合、重量の増加を抑
制しつつ発泡補強部材の強度及び剛性を向上させることができ、補強部材の補強効果をさ
らに効果的に高めることができる。
【００６７】
　以上、上述の実施形態を挙げて本発明を説明したが、本発明は上述の実施形態に限定さ
れるものではない。
【００６８】
　例えば、上述の実施形態では、中空構造物としてのサイドシル１０に本発明を適用する
場合について説明したが、例えばセンタピラーなど、サイドシル以外の車体構成部材、又
は、中空本体の内部に発泡補強部材が配設された車体構成部材以外の中空構造物にも等し
く適用することができる。
【産業上の利用可能性】
【００６９】
　以上のように、本発明によれば、中空本体の内部に配設される補強部材として発泡補強
部材を用いることで中空構造物の軽量化を図りつつ、この発泡補強部材により中空本体の
特に稜線部を効果的に補強することができるため、例えばサイドシルなどの車体構成部材
の製造技術分野において好適に利用される可能性がある。
【符号の説明】
【００７０】
１０，１００：サイドシル、１１ｄ，１１ｅ，１２ｄ，１２ｅ：中空本体の稜線部、１５
，１０５：発泡接着剤、１７：中空本体、３０，４０，１１０：発泡補強部材、３６，１
１６：発泡補強部材の周壁部、４１～４４：発泡補強部材の稜線部、６０，１２０：成形
型、６１～６４：固定コア、６５～６８：可動コア、Ｈ：周壁部の高発泡部、Ｌ：周壁部
の低発泡部、Ｐ，Ｐ１：発泡性樹脂材料、Ｓ，Ｓ１：キャビティ。
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