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(57)【要約】
【課題】サイドドアからの荷重によるピラーの変形を抑
制することができる車体側部構造を得る。
【解決手段】車体側部構造１０は、乗員乗降用の車体開
口部の後縁を成すセンタピラー２０と、該車体開口部を
開閉するためのサイドドア２６と、車体前後方向に長手
とされフロントサイドドア２６が車体開口部を閉止する
姿勢において側面視で後端部３６Ｂがセンタピラー２０
にオーバラップするインパクトビーム３６と、センタピ
ラー２０を構成する外側壁６６と前壁６８との角部であ
る稜線６０Ｂを跨いで該外側壁６６と前壁６８とを架け
渡したピラー補強部材５５とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車体上下方向に長手の中空構造とされ、車体側方に開口する乗員乗降用の開口部におけ
る車体前後方向の前縁又は後縁を成すピラーと、
　前記ピラーに対する車幅方向の外側に配置され、前記開口部を開閉するためのサイドド
アと、
　車体前後方向に長手とされ、前記サイドドアが前記開口部を閉止する姿勢で長手方向の
一端部が車体側面視で前記ピラーにオーバラップするように、前記サイドドア内に配設さ
れたインパクトビームと、
　前記ピラーにおける前記サイドドアが前記開口部を閉止する姿勢で前記インパクトビー
ムの長手方向の一端部が側面視でオーバラップする車体上下方向の位置に設けられ、前記
ピラーにおける車体前後方向の前記開口部側を向く開口内壁と車幅方向外側を向く外側壁
との角部を跨いで該開口内壁と外側壁とを架け渡す部分を含んで構成されたピラー補強部
材と、
　を備えた車体側部構造。
【請求項２】
　前記ピラー補強部材は、前記ピラーの長手方向から見て前記角部を頂部とする三角形状
に形成されている請求項１記載の車体側部構造。
【請求項３】
　前記ピラー補強部材は、車体上下方向に沿った断面において、前記ピラーの開口内壁と
で閉断面構造を形成すると共に、前記ピラーの外側壁とで閉断面構造を形成している請求
項１又は請求項２記載の車体側部構造。
【請求項４】
　車体上下方向に長手の中空構造とされ、車体側方に開口する乗員乗降用の開口部におけ
る車体前後方向の前縁又は後縁を成すピラーと、
　前記ピラーに対する車幅方向の外側に配置され、前記開口部を開閉するためのサイドド
アと、
　車体前後方向に長手とされ、前記サイドドアが前記開口部を閉止する姿勢で長手方向の
一端部が車体側面視で前記ピラーにオーバラップするように、前記サイドドア内に配設さ
れたインパクトビームと、
　前記ピラーにおける前記サイドドアが前記開口部を閉止する姿勢で前記インパクトビー
ムの長手方向の一端部が側面視でオーバラップする車体上下方向の位置に設けられ、車体
上下方向に沿った断面において、前記ピラーにおける車体前後方向の前記開口部側を向く
開口内壁とで閉断面構造を形成すると共に、前記ピラーにおける車幅方向外側を向く外側
壁とで閉断面構造を形成しているピラー補強部材と、
　を備えた車体側部構造。
【請求項５】
　前記ピラー補強部材は、前記閉断面構造において前記開口内壁及び外側壁と対向する部
分が、前記ピラーの長手方向から見て前記開口内壁及び前記外側壁のそれぞれに対し傾斜
された直線状に形成されている請求項３又は請求項４記載の車体側部構造。
【請求項６】
　前記ピラー補強部材は、前記インパクトビームを受けるためのビーム受け部を形成して
いる請求項１～請求項５の何れか１項記載の車体側部構造。
【請求項７】
　前記インパクトビームに対し車幅方向内側に突出するように該インパクトビームに固定
された隙詰部をさらに備えた請求項１～請求項６の何れか１項記載の車体側部構造。
【請求項８】
　前記隙詰部は、前記インパクトビームを前記サイドドアに固定するためのブラケットに
一体に設けられた部分を含んで構成されている請求項７記載の車体側部構造。
【請求項９】
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　前記隙詰部は、車体上下方向の寸法が前記インパクトビームの車体上下方向の寸法より
も大とされている請求項７又は請求項８記載の車体側部構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、乗員乗降用の開口部がサイドドアにて開閉される車体側部構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　センタピラーの内面におけるフロントサイドドアのインパクトビームがオーバラップす
る部分に、衝撃荷重伝達手段としてドアヒンジプレートを接合すると共に、リブを設けた
構成が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－２４０６７７号公報
【特許文献２】特開平１０－２４４８３５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記の如き従来の技術では、センタピラーの前壁と外側壁とを含む内面
に沿ってＬ字板状のドアヒンジプレートを接合しているため、該センタピラーを構成する
上記前壁及び外側壁の面外変形、該前壁と該側壁との相対角変位を抑制することが困難で
あった。このため、側面衝突の初期にピラーから車体へ十分に荷重を伝達することについ
て、改善の余地がある。
【０００５】
　本発明は、上記事実を考慮して、サイドドアからの荷重によるピラーの変形を抑制する
ことができる車体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記載の発明に係る車体側部構造は、車体上下方向に長手の中空構造とされ、車
体側方に開口する乗員乗降用の開口部における車体前後方向の前縁又は後縁を成すピラー
と、前記ピラーに対する車幅方向の外側に配置され、前記開口部を開閉するためのサイド
ドアと、車体前後方向に長手とされ、前記サイドドアが前記開口部を閉止する姿勢で長手
方向の一端部が車体側面視で前記ピラーにオーバラップするように、前記サイドドア内に
配設されたインパクトビームと、前記ピラーにおける前記サイドドアが前記開口部を閉止
する姿勢で前記インパクトビームの長手方向の一端部が側面視でオーバラップする車体上
下方向の位置に設けられ、前記ピラーにおける車体前後方向の前記開口部側を向く開口内
壁と車幅方向外側を向く外側壁との角部を跨いで該開口内壁と外側壁とを架け渡す部分を
含んで構成されたピラー補強部材と、を備えている。
【０００７】
　請求項１記載の車体側部構造では、ピラーにおける開口内壁を車体前後方向一方側の縁
部とする開口部は、サイドドアによって開閉される。このサイドドアが開口部を閉止する
姿勢では、該サイドドア内に配設されたインパクビームの長手方向一端部が、側面視にお
いてピラーの外側壁における開口内壁側の少なくとも一部とオーバラップしている。この
状態から側面衝突に至ると、インパクトビームに入力された荷重は、ピラーの外側壁、開
口内壁を介して車体に伝達される。
【０００８】
　ここで、本車体側部構造では、ピラー補強部材の連結部が、ピラーの開口内壁に固定さ
れた開口側固定部とピラーの外側壁に固定された外側固定部とを、該開口内壁と外側壁と
の角部を跨いで連結しているため、サイドドアのインパクトビーム設置高さに入力される
荷重に対するピラーの変形、特に外側壁と開口内壁との相対角変位や面外変形が抑制され
る。
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【０００９】
　このように、請求項１記載の車体側部構造では、サイドドアからの荷重によるピラーの
変形を抑制することができる。
【００１０】
　請求項２記載の発明に係る車体側部構造は、請求項１記載の車体側部構造において、前
記ピラー補強部材は、前記ピラーの長手方向から見て前記角部を頂部とする三角形状に形
成されている。
【００１１】
　請求項２記載の車体側部構造では、ピラー補強部材の連結部を構成する板状材が、平面
視でピラー角部を頂部とする三角形状を成すため、該三角形の底辺方向に沿って効果的に
荷重を伝達することができ、コンパクトなピラー補強部材で良好なピラー変形抑制効果を
得ることができる。
【００１２】
　請求項３記載の発明に係る車体側部構造は、請求項１又は請求項２記載の車体側部構造
において、前記ピラー補強部材は、車体上下方向に沿った断面において、前記ピラーの開
口内壁とで閉断面構造を形成すると共に、前記ピラーの外側壁とで閉断面構造を形成して
いる。
【００１３】
　請求項３記載の車体側部構造では、ピラー補強部材の連結部（板状材）が、車体上下方
向に沿った断面において、開口内壁とで閉断面構造を成すと共に外側壁とで閉断面構造を
成すため、ピラー外側壁に入力された荷重を閉断面の骨格構造（連結部）の軸力として開
口内壁に効果的に伝達することができる。これにより、サイドドアのインパクトビーム設
置高さに入力される荷重に対するピラーの変形、特に外側壁と開口内壁との相対角変位や
面外変形が効果的に抑制される。
【００１４】
　請求項４記載の発明に係る車体側部構造は、車体上下方向に長手の中空構造とされ、車
体側方に開口する乗員乗降用の開口部における車体前後方向の前縁又は後縁を成すピラー
と、前記ピラーに対する車幅方向の外側に配置され、前記開口部を開閉するためのサイド
ドアと、車体前後方向に長手とされ、前記サイドドアが前記開口部を閉止する姿勢で長手
方向の一端部が車体側面視で前記ピラーにオーバラップするように、前記サイドドア内に
配設されたインパクトビームと、前記ピラーにおける前記サイドドアが前記開口部を閉止
する姿勢で前記インパクトビームの長手方向の一端部が側面視でオーバラップする車体上
下方向の位置に設けられ、車体上下方向に沿った断面において、前記ピラーにおける車体
前後方向の前記開口部側を向く開口内壁とで閉断面構造を形成すると共に、前記ピラーに
おける車幅方向外側を向く外側壁とで閉断面構造を形成しているピラー補強部材と、を備
えている。
【００１５】
　請求項４記載の車体側部構造では、ピラーにおける開口内壁を車体前後方向一方側の縁
部とする開口部は、サイドドアによって開閉される。このサイドドアが開口部を閉止する
姿勢では、該サイドドア内に配設されたインパクビームの長手方向一端部が、側面視にお
いてピラーの外側壁における開口内壁側の少なくとも一部とオーバラップしている。この
状態から側面衝突に至ると、インパクトビームに入力された荷重は、ピラーの外側壁、開
口内壁を介して車体に伝達される。
【００１６】
　ここで、本車体側部構造では、ピラー補強部材の連結部が、車体上下方向に沿った断面
において、開口内壁とで閉断面構造を成すと共に外側壁とで閉断面構造を成すため、ピラ
ー外側壁に入力された荷重を閉断面の骨格構造（連結部）の軸力として開口内壁に効果的
に伝達することができる。これにより、本車体側部構造では、サイドドアのインパクトビ
ーム設置高さに入力される荷重に対するピラーの変形、特に外側壁と開口内壁との相対角
変位や面外変形が効果的に抑制される。
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【００１７】
　このように、請求項４記載の車体側部構造では、サイドドアからの荷重によるピラーの
変形を抑制することができる。
【００１８】
　請求項５記載の発明に係る車体側部構造は、請求項３又は請求項４記載の車体側部構造
において、前記ピラー補強部材は、前記ピラー補強部材は、前記閉断面構造において前記
開口内壁及び外側壁と対向する部分が、前記ピラーの長手方向から見て前記開口内壁及び
前記外側壁のそれぞれに対し傾斜された直線状に形成されている。
【００１９】
　請求項５記載の車体側部構造では、例えばピラー補強部材における車体上下方向に対向
して前記閉断面を成す上壁と下壁とを連結する縦壁又は前記上壁と下壁との折り返し部が
、閉断面構造において前記開口内壁及び外側壁と対向する部分とされ、該部分がピラーの
長手方向から見て開口内壁及び外側壁のそれぞれに対し傾斜された直線状に形成されてい
る。これにより、本車体側部構造では、ピラー補強部材の傾斜直線状部分に沿ってピラー
外側壁から開口内壁に効果的に荷重を伝達することができる。
【００２０】
　請求項６記載の発明に係る車体側部構造は、請求項１～請求項５の何れか１項記載の車
体側部構造において、前記ピラー補強部材は、前記インパクトビームを受けるためのビー
ム受け部を形成している。
【００２１】
　請求項６記載の車体側部構造では、側面衝突時にインパクトビームは、補強部材が形成
するビーム受け部により車体上下方向への位置ずれが制限される。このため、サイドドア
からの荷重が確実にピラーに伝達される。
【００２２】
　請求項７記載の発明に係る車体側部構造は、請求項１～請求項６の何れか１項記載の車
体側部構造において、前記インパクトビームに対し車幅方向内側に突出するように該イン
パクトビームに固定された隙詰部をさらに備えた。
【００２３】
　請求項７記載の車体側部構造では、サイドドアが開口部を閉止する姿勢では、インパク
トビームから突出されて隙詰部は、該サイドドアの他の部分よりも前記ピラーにおける前
記ピラー補強部材の設置部位に近接して位置する。このため、側面衝突時には、短時間で
サイドドアの隙詰部がピラーの外側壁に当接し、サイドドアからの荷重が衝突開始から短
時間でピラーに伝達される。
【００２４】
　請求項８記載の発明に係る車体側部構造は、請求項７記載の車体側部構造において、前
記隙詰部は、前記インパクトビームを前記サイドドアに固定するためのブラケットに一体
に設けられた部分を含んで構成されている。
【００２５】
　請求項８記載の車体側部構造では、インパクトビームをサイドドアに固定するためのブ
ラケットに隙詰部の少なくとも一部が一体に設けられているため、部品点数の増加を抑え
ながら隙詰部を構成することができる。
【００２６】
　請求項９記載の発明に係る車体側部構造は、請求項７又は請求項８の何れか１項記載の
車体側部構造において、前記隙詰部は、車体上下方向の寸法が前記インパクトビームの車
体上下方向の寸法よりも大とされている。
【００２７】
　請求項９記載の車体側部構造では、隙詰部がインパクトビームの車体上下方向寸法を拡
大するように設けられているため、隙詰部とピラー外側壁との当接の際にはピラーにおけ
る車体上下方向の広い範囲で荷重を支持することができ、ピラーの局部的な変形を効果的
に抑制して該ピラーから車体への効果的な荷重伝達に寄与する。
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【発明の効果】
【００２８】
　以上説明したように本発明に係る車体側部構造は、サイドドアからの荷重によるピラー
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。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　本発明の実施形態に係る車体側部構造１０について、図１乃至図７に基づいて説明する
。なお、図中に記す矢印ＦＲは車体前後方向の前方向を、矢印ＵＰは車体上下方向の上方
向を、矢印ＩＮは車幅方向内側を、矢印ＯＵＴは車幅方向外側をそれぞれ示す。
【００３０】
　図６には、車体側部構造１０が適用された自動車車体Ｂが側面図にて示されている。ま
た、図７（Ａ）には、後述するサイドドア２６、２８を取り除いた自動車車体Ｂが側面図
にて示されており、図７（Ｂ）には、ルーフ、エンジンフード、トランクリッド等を取り
除いてみた自動車車体Ｂが平面図にて示されている。
【００３１】
　図６及び図７（Ａ）に示される如く、自動車車体Ｂの側部すなわち車幅方向外端には、
乗員乗降用の車体開口部１２、１４が形成されている。より具体的には、前側の車体開口
部１２は、それぞれ車体骨格を成すフロントピラー１６、ルーフサイドレール１８、セン
タピラー２０、ロッカ２２で囲まれて形成されており、後側の車体開口部１４は、それぞ
れ車体骨格を成すセンタピラー２０、リヤピラー２４、ロッカ２２に囲まれて構成されて
いる。
【００３２】
　そして、車体開口部１２は、フロントサイドドア２６にて開閉され、車体開口部１４は
リヤサイドドア２８にて開閉されるようになっている。したがって、この実施形態に係る
フロントサイドドア２６、リヤサイドドア２８の幅方向（ドア幅方向）は車体前後方向に
一致し、ドア厚み方向は車幅方向に一致している。この実施形態では、フロントサイドド
ア２６、リヤサイドドア２８は、それぞれの前端部２６Ａ、２８Ａにおいて、上下のドア
ヒンジ３０を介して車体上下方向に沿う軸線廻りに回動可能に支持されており、該回動に
よって車体開口部１２、１４を開閉する構成とされている。
【００３３】
　ここで、図７（Ａ）に示される如く、ピラーとしてのセンタピラー２０には、加速度セ
ンサにて構成されたセンタピラーセンサ３２が配設されている。また、図７（Ｂ）に示さ
れる如く、自動車車体ＢのフロアＦにおける前部でかつ車幅方向中央部（例えば左右のフ
ロントシート間）には、加速度センサにて構成されたセーフィングセンサ３４が配設され
ている。これらのセンタピラーセンサ３２、セーフィングセンサ３４は、例えば図示しな
いエアバッグコントローラに信号を出力するようになっており、該エアバッグコントロー
ラに側面衝突を検知させるようになっている。この実施形態では、センタピラーセンサ３
２、セーフィングセンサ３４がそれぞれの閾値を超える信号又はそれぞれ設定された加速
度（減速度）を超える加速度を検出したことに対応する信号（ＯＮ－ＯＦＦ信号等）を出
力した場合に、エアバッグコントローラは側面衝突であると判断してサイドエアバッグや
カーテンエアバッグ等を作動させるようになっている。
【００３４】
　この実施形態に係る車体側部構造１０は、フロントサイドドア２６への側面衝突の際に
、衝突荷重をセーフィングセンサ３４が設けられているフロアＦに効果的に伝えるための
構造であり、フロントサイドドア２６の後部、及びセンタピラー２０に係る構造を要部と
する。以下、これらについて詳細に説明する。
【００３５】
　図６に示される如く、フロントサイドドア２６内には、車体前後方向に長手とされたイ
ンパクトビーム３６が配設されている。図１に部分的に示される如く、フロントサイドド
ア２６は、車幅方向外向きに開口する凹状を成すインナパナル３８の周縁部にアウタパネ



(7) JP 2008-265607 A 2008.11.6

10

20

30

40

50

ル４０の周縁部がヘミング加工によって接合されて中空構造体として構成されており、そ
の内部にインパクトビーム３６が配設されている。
【００３６】
　図６に示される如く、インパクトビーム３６の前端部３６Ａは、ブラケット４２を介し
てフロントサイドドア２６の前端下部に固定されている。また、インパクトビーム３６の
後端部３６Ｂは、ブラケット４４を介してフロントサイドドア２６の後端下部に固定され
ている。この図６及び図１に示される如く、インパクトビーム３６は、フロントサイドド
ア２６が車体開口部１２を閉止している姿勢で、その後端部３６Ｂがセンタピラー２０に
対し車幅方向外側から車体前後方向及び上下方向にオーバラップする構成とされている。
【００３７】
　より具体的には、図１に示される如く、フロントサイドドア２６の後端部２６Ｂは、中
央部と比較して、インナパナル３８の絞り深さが浅くされることで薄肉化されており、該
薄肉の後端部２６Ｂが車体開口部１２の閉止姿勢でセンタピラー２０の前部２０Ａを車幅
方向外側から覆うようになっている。そして、インパクトビーム３６の後端部３６Ｂは、
フロントサイドドア２６の後端部２６Ｂ内に配置されている。
【００３８】
　ブラケット４４は、インナパナル３８の上記した浅底の後端部３８Ａにおけるアウタパ
ネル４０との対向面３８Ｂに固定されている。図２及び図５にも示される如く、ブラケッ
ト４４は、車体上下方向の中央部に設けられたビーム固定部４４Ａにフロントサイドドア
２６の後端部２６Ｂが固定されており、該後端部２６Ｂに対する上下両側でインナパナル
３８に固定されている。各図に適宜示す「×」は、スポット溶接の打点を示しており、こ
の実施形態ではブラケット４４は、車体前後方向に離間した２箇所においてスポット溶接
にてインナパナル３８に固定されている。
【００３９】
　そして、図１及び図２に示される如く、ブラケット４４の車体前後方向中央部には、車
幅方向内向きに突出（膨出）された凸部４６が形成されている。凸部４６は、ブラケット
４４の車体上下方向の全長に亘り形成されている。凸部４６は、その先端が平面視で略円
弧状に丸められている。この凸部４６は、図１に示される如く、インナパナルの後端部３
８Ａから車幅方向内向きに膨出された膨出部４８に、車幅方向内側の略全面に亘って重ね
合わされている。
【００４０】
　これにより、図１に示される如く、フロントサイドドア２６の後端部２６Ｂには、セン
タピラー２０の前部２０Ａ側に突出した隙詰部５０が形成されている。隙詰部５０は、フ
ロントサイドドア２６が車体開口部１２を閉止している姿勢で、センタピラー２０の前部
２０Ａにおけるウェザストリップ５２の接触部分と、リヤサイドドア２８用のドアヒンジ
３０（のヒンジブラケット）の固定部分との間の部分に所定間隔ｄ１（非接触）で対向す
るようになっている。
【００４１】
　この所定間隔ｄ１は、リヤサイドドア２８用のドアヒンジ３０をセンタピラー２０に固
定するためのボルト５４とフロントサイドドア２６の後端部２６Ｂとの対向間隔ｄ２より
も小とされている。なお、この実施形態では、センタピラーセンサ３２は、ボルト５４に
よってリヤサイドドア２８用のドアヒンジ３０と共締めされてセンタピラー２０に固定さ
れている。
【００４２】
　一方、図１～図３に示される如く、センタピラー２０におけるフロントサイドドア２６
のインパクトビーム３６、隙詰部５０との対向部分の内側には、ピラー補強部材５５が設
けられている。ピラー補強部材５５について説明する前に、センタピラー２０について補
足する。図１に示される如く、車幅方向内向きに開口する断面ハット形状のセンタピラー
アウタパネル５６と、センタピラーインナパネル５８とを互いのフランジ５６Ａ、５８Ａ
で接合することで、閉断面の骨格構造を成している。
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【００４３】
　この実施形態では、センタピラー２０は、センタピラーアウタパネル５６よりも一回り
小さい如き断面ハット形状のピラーリインフォースメント６０を備えている。ピラーリイ
ンフォースメント６０は、そのフランジ６０Ａが上記フランジ５６Ａ、５８Ａ間に挟み込
まれてこれらと共に接合されている。ピラーリインフォースメント６０は、リヤサイドド
ア２８用のドアヒンジ３０のボルト５４による締結部分でセンタピラーアウタパネル５６
に当接しているが、他の部分はセンタピラーアウタパネル５６の内面からわずかに離間し
ている。
【００４４】
　そして、ピラー補強部材５５は、センタピラー２０（センタピラーアウタパネル５６）
における車幅方向外側を向く外側壁６２から、該センタピラー２０（センタピラーアウタ
パネル５６）における車体開口部１２側（車体前後方向の前側）を向く前壁６４に荷重伝
達可能に設けられている。センタピラー２０がピラーリインフォースメント６０を有する
この実施形態では、ピラー補強部材５５は、ピラーリインフォースメント６０における外
側壁６２と対向する外側壁６６と、該ピラーリインフォースメント６０における前壁６４
と対向する開口内壁としての前壁６８とを架け渡している。以下、具体的に説明する。
【００４５】
　図３に示される如く、ピラー補強部材５５は、外側壁６６に接合された外側固定部７０
と、前壁６８に固定された開口側固定部としての前側固定部７２と、外側固定部７０と前
側固定部７２とを架け渡す連結部としての荷重伝達部７４とを主要部として構成されてい
る。荷重伝達部７４は、センタピラー２０のピラーリインフォースメント６０における外
側壁６６と前壁６８との角部である稜線６０Ｂを跨いで、外側固定部７０と前側固定部７
２とを連結している。
【００４６】
　この荷重伝達部７４は、車体上下方向の上側を構成する上壁７４Ａと下側を構成する下
壁７４Ｂとが、車体前後方向の後部を構成する折り返し壁７４Ｃにて連結されて断面視略
Ｕ字状又は略Ｖ字状に形成されている。図１及び図３に示される如く、上壁７４Ａ、下壁
７４Ｂは、平面視で稜線６０Ｂを頂部とする略三角形状に形成されている。したがって、
図１に示される如く、折り返し壁７４Ｃは、平面視で外側壁６６、前壁６８のそれぞれに
対し傾斜した直線状を成している。図１に示される如く、荷重伝達部７４による車体前後
方向のピラー補強範囲Ａは、隙詰部５０が車体前後方向の全幅Ｗに亘りオーバラップする
ように設定されている。
【００４７】
　外側固定部７０は、上壁７４Ａ、下壁７４Ｂの車幅方向外縁から車体上下方向に張り出
された上下一対のフランジとして形成されている。前側固定部７２は、７４Ａ、下壁７４
Ｂ、折り返し壁７４Ｃの車体前後方向の前縁から張り出された略Ｕ字状のフランジとして
形成されている。図３に示される如く、外側固定部７０、前側固定部７２は、スポット溶
接にて外側壁６６、前壁６８に固定されている。
【００４８】
　この固定状態で、荷重伝達部７４すなわちピラー補強部材５５は、図３の４Ａ－４Ａ線
に沿った断面図である図４（Ａ）に示される如く外側壁６６とで閉断面構造Ｃ１を構成す
ると共に、図３の４Ｂ－４Ｂ線に沿った断面図である図４（Ｂ）に示される如く前壁６８
とで閉断面構造Ｃ２を構成している。これら閉断面構造Ｃ１、Ｃ２は、折り返し壁７４Ｃ
が外側壁６６、６８と対向して構成されていると把握することができる。
【００４９】
　また、図２に示される如く、荷重伝達部７４は、正面視でインパクトビーム３６の上下
方向中心線ＣＬを跨ぐように車幅方向外向きに開口しており、センタピラー２０にインパ
クトビーム３６、隙詰部５０の受け部を構成している。すなわち、この実施形態では、荷
重伝達部７４が本発明におけるビーム受け部に相当する。
【００５０】
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　次に、本実施形態の作用を説明する。
【００５１】
　上記構成の車体側部構造１０が適用された自動車車体Ｂでは、フロントサイドドア２６
への側面衝突が生じた場合、インパクトビーム３６に入力された衝突荷重は、隙詰部５０
からセンタピラー２０の前部２０Ａに伝達される。これにより、センタピラーセンサ３２
に加速度が作用し、このセンタピラーセンサ３２は、側面衝突が生じたことに対応する（
値の）信号を出力する。また、センタピラー２０に伝達された衝突荷重は、ロッカ２２を
経由してフロアＦに伝達される。これにより、セーフィングセンサ３４に加速度が作用し
、このセーフィングセンサ３４は、側面衝突が生じたことに対応する（値の）信号を出力
する。
【００５２】
　ここで、車体側部構造１０では、センタピラー２０にピラー補強部材５５が設けられて
いるため、側面衝突の初期において、インパクトビーム３６（隙詰部５０）からの荷重入
力によるセンタピラー２０の局部的な変形、特に外側壁６２、外側壁６６の面外変形や外
側壁６６（外側壁６２）と前壁６８（前壁６４）との相対角変位が抑制される。
【００５３】
　より具体的には、ピラー補強部材５５は、センタピラー２０を構成するピラーリインフ
ォースメント６０の稜線６０Ｂを跨いで外側壁６６と前壁６８とを架け渡した荷重伝達部
７４を有するため、フロントサイドドア２６のインパクトビーム３６設置高さに入力され
る荷重に対するピラー２０の局部的な変形、特に外側壁６６（外側壁６２）と前壁６８（
前壁６４）との相対角変位や面外変形が抑制される。すなわち、センタピラー２０は、イ
ンパクトビーム３６（隙詰部５０）の当接部位において、該インパクトビーム３６の衝突
に対する剛性が向上されている。
【００５４】
　さらに、車体側部構造１０では、ピラーリインフォースメント６０の稜線６０Ｂを跨い
で外側壁６６と前壁６８とを架け渡した荷重伝達部７４は、衝突荷重を軸力として外側壁
６６から前壁６８に伝達するため、曲げ耐力によって衝突荷重を伝達する構成と比較して
、センタピラー２０の剛性向上（補強）効果が大きい。しかも、車体側部構造１０では、
荷重伝達部７４が、外側壁６６とで閉断面構造Ｃ１を構成すると共に前壁６８とで閉断面
構造Ｃ２を構成しているため、ピラー補強部材５５によるセンタピラー２０の剛性向上（
補強）効果が一層大きい。
【００５５】
　以上により、車体側部構造１０が適用された自動車車体Ｂでは、側面衝突による衝突荷
重が、外荷重による変形が抑制されたセンタピラー２０からフロアＦに効率的に（ロスな
く）伝達される。このため、自動車車体Ｂでは、側面衝突の発生から短時間で、セーフィ
ングセンサ３４に加速度（荷重）を伝達して該側面衝突の検出信号を出力させる（エアバ
ッグコントローラに側面衝突を検知させる）ことができる。
【００５６】
　補足すると、出願人は、例えばセンタピラー２０がピラー補強部材５５を備えない構成
では、インパクトビーム３６の衝突に伴ってセンタピラー２０には局部的な変形が生じ、
この局部的な変形がセンタピラー２０の耐力が低減され、センタピラー２０からフロアＦ
への荷重伝達にロスが生じるとの知見を得た。換言すれば、センタピラー２０全体として
の変形よりも衝突初期の局部変形がセンタピラー２０からフロアＦへの荷重伝達にロスを
生じさせるとの知見を得た。
【００５７】
　そして、車体側部構造１０では、上記のようなセンタピラー２０の局部的な変形をピラ
ー補強部材５５にて抑制することで、センタピラー２０を全体として補強することなく、
衝突荷重を短時間でフロアＦ（セーフィングセンサ３４）に伝達する構成を得ることがで
きる。
【００５８】
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　さらに、車体側部構造１０では、ピラー補強部材５５の荷重伝達部７４が平面視で略三
角形状に形成されているため、換言すれば、荷重伝達部７４の折り返し壁７４Ｃが外側壁
６６、前壁６８のそれぞれに対し傾斜した直線状を成しているため、該傾斜方向に沿って
外側壁６６から前壁６８に効果的に荷重を伝達することができる。これにより、例えば平
面視で四角形状や扇状を成す補強部材と比較して、ピラー補強部材５５をコンパクトに構
成することができる。
【００５９】
　またここで、車体側部構造１０では、フロントサイドドア２６の後端部２６Ｂからセン
タピラー２０側に向けて隙詰部５０が突出されているため、側面衝突の発生から短時間で
、インパクトビーム３６に入力された衝突荷重を短時間でセンタピラー２０すなわちセー
フィングセンサ３４に伝達することができる。
【００６０】
　そして、車体側部構造１０では、隙詰部５０を構成する凸部４６がブラケット４４の全
高に亘って形成されているため、換言すれば、隙詰部５０の高さがインパクトビーム３６
の外径よりも大であるため、該隙詰部５０がセンタピラー２０に衝突することにより該セ
ンタピラー２０に局部変形を生じることが抑制される。すなわち、車体側部構造１０では
、隙詰部５０（の寸法）によっても、センタピラー２０の局部変形が防止される。
【００６１】
　また、隙詰部５０とセンタピラー２０（外側壁６２）との間隔ｄ１が前端部２６Ａとボ
ルト５４との対向間隔ｄ２よりも小さいため、エアバッグ装置を展開させるべき側面衝突
以外の場合に、センタピラーセンサ３２を保持しているボルト５４とフロントサイドドア
２６との当接を防止することができる。さらに、車体側部構造１０では、ブラケット４４
の凸部４６と、インナパナル３８の膨出部４８とで、部品点数を増すことなく、隙詰部５
０が構成されている。
【００６２】
　さらにまた、車体側部構造１０では、ピラー補強部材５５がセンタピラー２０にインパ
クトビーム３６、隙詰部５０の受け部を構成しているため、側面衝突に伴うセンタピラー
２０の変形中に該センタピラー２０におけるインパクトビーム３６の当接位置が上下にず
れすることが防止される。これにより、インパクトビーム３６からの衝突荷重が確実にセ
ンタピラー２０に伝達される。
【００６３】
　なお、上記実施形態では、車体側部構造１０がセンタピラー２０及びフロントサイドド
ア２６の前端部２６Ａに適用された例を示したが、本発明はこれに限定されず、例えば、
リヤサイドドア２８とリヤピラー２４とに本発明を適用しても良く、後ヒンジのリヤサイ
ドドア２８を備えた構成ではセンタピラー２０とリヤサイドドア２８とに本発明を適用し
ても良く、スライドドアに本発明を適用しても良く、前後端がそれぞれ異なるピラーにオ
ーバラップして配置されるインパクトビームの前後両側に本発明を適用しても良い。
【００６４】
　また、上記実施形態では、ピラー補強部材５５がセンタピラー２０とで閉断面構造Ｃ１
、Ｃ２を構成する荷重伝達部７４を備えた例を示したが、本発明はこれに限定されず、例
えば、平面視で三角形状や四角形状、扇状等の平板より成る補強部材で外側壁６６と前壁
６８とを架け渡すようにしても良い。
【００６５】
　さらに、上記実施形態では、センタピラー２０がピラーリインフォースメント６０を有
する例を示したが、本発明はこれに限定されず、例えば、ピラーリインフォースメント６
０を有しない構成としても良い。この場合、ピラー補強部材５５によってセンタピラーア
ウタパネル５６で構成する外側壁６２と前壁６４とを架け渡すようにすれば良い。
【００６６】
　またさらに、上記実施形態では、インナパナル３８の膨出部４８を凸部４６に重ね合わ
せて隙詰部５０を構成した例を示したが、本発明はこれに限定されず、例えば、インナパ
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ナル３８に設けた長孔に凸部４６を挿通させることで、該凸部４６だけで隙詰部５０を構
成しても良い。
【００６７】
　さらに、上記実施形態では、単一のピラー補強部材５５でインパクトビーム３６の受け
部をセンタピラー２０に構成した例を示したが、本発明はこれに限定されず、例えば、上
下一対のピラー補強部材にて受け部を構成しても良い。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】本発明の実施形態に係る車体側部構造の全体構成を示す平面断面図である。
【図２】本発明の実施形態に係る車体側部構造の全体構成を示す正面断面図である。
【図３】本発明の実施形態に係る車体側部構造の全体構成を模式的に示す斜視図である。
【図４】（Ａ）は、図３の４Ａ－４Ａ線に沿った正面断面図、（Ｂ）は、図３の４Ｂ－４
Ｂ線に沿った側断面図である。
【図５】本発明の実施形態に係る車体側部構造を構成するインパクトビームの端部を示す
斜視図である。
【図６】本発明の実施形態に係る車体側部構造が適用された自動車車体の側面図である。
【図７】本発明の実施形態に係る車体側部構造が適用された自動車車体を示す図であって
、（Ａ）はサイドドアを取り除いてみた側面図、（Ｂ）はフロア部の平面図である。
【符号の説明】
【００６９】
　　１０    車体側部構造
　　１２    車体開口部
　　２０    センタピラー（ピラー）
　　２６    フロントサイドドア（サイドドア）
　　３６    インパクトビーム
　　４４    ブラケット
　　４６    凸部（隙詰部におけるブラケットに一体に設けられた部分）
　　５０    隙詰部
　　５５    ピラー補強部材
　　６６    外側壁
　　６８    前壁（開口内壁）
　　７４    荷重伝達部（ピラー受け部）
　　Ｃ１・Ｃ２    閉断面構造
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