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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エンジンルームの左右の側方に配置される車体骨格部材と、
　前記車体骨格部材の上面における複数の取付部で固着されるフェンダパネルと、
　前記エンジンルームの上方を覆うエンジンフードと、
　前記エンジンフードを前記車体骨格部材に支持するフードクッションと、
　前記車体骨格部材の上部において、前記複数の取付部のうちの車体前方側の取付部の上
部に設けられ、前記フェンダパネルを取付ける上壁部と、前記上壁部の下方側に形成され
た上下方向衝撃荷重吸収部と、前記上壁部から車幅方向内側へ向けて形成され前記車体骨
格部材より車幅方向内側へ突出し前記フードクッションを支持するフードクッション支持
部と、を備えた支持ブラケットと、
　を有し、
　前記支持ブラケットにおける前記フードクッション支持部の車幅方向内側縁部から車体
下方へ向かって縦壁部が形成され、前記縦壁部の下端縁部から車幅方向外側下方へ向かっ
て傾斜壁部が形成され、前記傾斜壁部の下端縁部から車体下方へ向かって形成されたフラ
ンジが前記車体骨格部材の車幅方向内側壁部に固定されており、左右の前記車体骨格部材
の車幅方向内側壁部の車幅方向に沿った間隔が、左右の前記支持ブラケットの縦壁部の車
幅方向に沿った間隔より広くなっていることを特徴とする車体前部支持構造。
【請求項２】
　前記支持ブラケットにおける前記フードクッション支持部、前記縦壁部、前記傾斜壁部
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及び前記フランジは、前記支持ブラケットにおける他の部位と別の板材によって形成され
ていることを特徴とする請求項１に記載の車体前部支持構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車の車体前部において車体骨格部材にフェンダパネルとエンジンフード
とを取付ける車体前部支持構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　下記特許文献１には、エンジンフードの周縁を支持する左右のアッパフレームの前部に
、フードクッション（ダンパともいう）を配置し、これらのフードクッションによってエ
ンジンフードを支持する構造が開示されている。この構造では、円錐台形状をしているフ
ードクッションの上部と、フードインナパネルの側壁に形成されたテーパ面とが密着当接
するようになっている。
【特許文献１】実開平２－６４４７９号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、特許文献１の構造では、左右のアッパフレーム上においてフェンダパネ
ルの支持位置とフードクッションの配設位置との干渉を防止するため、両者を車体前後方
向に離間させる必要がある。この結果、フェンダパネルの支持位置またはフードクッショ
ンの配設位置と、エンジンフードにおける車幅方向両端部の前端とフェンダパネルの上部
前端との境となる見切り部と、の各間隔の一方が他方に比べて長くなる。このため、フェ
ンダパネルの支持位置とフードクッションの配設位置とのうちの見切り部との間隔が長く
なる側の組付け位置のばらつきが他方に比べて大きくなり、エンジンフードにおける前記
見切り部の組付け精度が悪化する。
【０００４】
　本発明は上記事実を考慮し、エンジンフードにおける車幅方向両端部の前端と、フェン
ダパネルの上部前端との見切り部の組付け精度を向上できる車体前部支持構造を提供する
ことが目的である。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１記載の本発明の車体前部支持構造は、エンジンルームの左右の側方に配置され
る車体骨格部材と、前記車体骨格部材の上面における複数の取付部で固着されるフェンダ
パネルと、前記エンジンルームの上方を覆うエンジンフードと、前記エンジンフードを前
記車体骨格部材に支持するフードクッションと、前記車体骨格部材の上部において、前記
複数の取付部のうちの車体前方側の取付部の上部に設けられ、前記フェンダパネルを取付
ける上壁部と、前記上壁部の下方側に形成された上下方向衝撃荷重吸収部と、前記上壁部
から車幅方向内側へ向けて形成され前記車体骨格部材より車幅方向内側へ突出し前記フー
ドクッションを支持するフードクッション支持部と、を備えた支持ブラケットと、を有し
、前記支持ブラケットにおける前記フードクッション支持部の車幅方向内側縁部から車体
下方へ向かって縦壁部が形成され、前記縦壁部の下端縁部から車幅方向外側下方へ向かっ
て傾斜壁部が形成され、前記傾斜壁部の下端縁部から車体下方へ向かって形成されたフラ
ンジが前記車体骨格部材の車幅方向内側壁部に固定されており、左右の前記車体骨格部材
の車幅方向内側壁部の車幅方向に沿った間隔が、左右の前記支持ブラケットの縦壁部の車
幅方向に沿った間隔より広くなっていることを特徴とする。
【０００６】
　エンジンルームの左右の側方に配置され、外部からの荷重を支持するための強度部材で
ある車体骨格部材の上面にフェンダパネルを固着する複数の取付部が設けられており、こ
れらの取付部のうちの車体前方側の取付部の上部には、フェンダパネルを取付ける上壁部
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と、上壁部の下方側に形成された上下方向衝撃荷重吸収部と、上壁部から車幅方向内側へ
向けて形成され車体骨格部材より車幅方向内側へ突出しフードクッションを支持するフー
ドクッション支持部と、を備えた支持ブラケットが設けられている。この結果、エンジン
フードにおける車幅方向両端部の前端と、フェンダパネルの上部前端との境となる見切り
部から、フェンダパネルの車体前方側の取付部までの車体前後方向に沿った距離と、フー
ドクッションまでの車体前後方向に沿った距離との差に基づくエンジンフードとフェンダ
パネルとの前記見切り部の段差を少なくできる。また、衝突体がフェンダパネルに当たり
、フェンダパネルに車体上方から車体下方へ向かって衝撃荷重が作用した場合には、車体
骨格部材に設けた支持ブラケットのフェンダパネルを取付ける上壁部の下方側に形成され
た上下方向衝撃荷重吸収部が変形し、衝撃荷重を吸収する。さらに、支持ブラケットにお
けるフードクッション支持部が上壁部から車幅方向内側へ向けて形成され車体骨格部材よ
り車幅方向内側へ突出している。また、フードクッション支持部の車幅方向内側縁部から
車体下方へ向かって縦壁部が形成され、縦壁部の下端縁部から車幅方向外側下方へ向かっ
て傾斜壁部が形成され、傾斜壁部の下端縁部から車体下方へ向かって形成されたフランジ
が車体骨格部材の車幅方向内側壁部に固定されており、左右の車体骨格部材の車幅方向内
側壁部の車幅方向に沿った間隔が、左右の支持ブラケットの縦壁部の車幅方向に沿った間
隔より広くなっている。この結果、車体の左右に設けた支持ブラケットにおけるフードク
ッションの取付部より下方においては、エンジンルーム内の車幅方向の間隔が広くなる。
【０００９】
　請求項２記載の本発明は、請求項１に記載の車体前部支持構造において、前記支持ブラ
ケットにおける前記フードクッション支持部、前記縦壁部、前記傾斜壁部及び前記フラン
ジは、前記支持ブラケットにおける他の部位と別の板材によって形成されていることを特
徴とする。
【００１０】
　支持ブラケットをフードクッション支持部、縦壁部、傾斜壁部及びフランジを構成する
板材が、支持ブラケットにおける他の部位を構成する板材と別の板材によって形成されて
いる。このため、各板材の板厚を変えることで、フードクッションによるエンジンフード
の支持剛性を確保しつつ、フェンダパネルの上端縁部に車体上方から車体下方へ向かって
衝撃荷重が作用した場合に、支持ブラケットを容易に変形させることができる。
【発明の効果】
【００１１】
　請求項１記載の本発明は、エンジンフードにおける車幅方向両端部の前端と、フェンダ
パネルの上部前端との境となる見切り部の組付け精度を向上すると共に、衝突体が受ける
衝撃を低減し、且つエンジンルーム内のスペースを大きくできる。
【００１３】
　請求項２記載の本発明は、フードクッションによるエンジンフードの支持剛性を確保し
つつ、フェンダパネルの上端縁部に車体上方から車体下方へ向かって衝撃荷重が作用した
場合に、支持ブラケットを容易に変形させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明における車体前部支持構造の第１実施形態を図１～図５に従って説明する。
【００１５】
　なお、図中矢印ＵＰは車体上方を示し、図中矢印ＦＲは車体前方を示し、図中矢印ＩＮ
は車幅内側方向を示している。
【００１６】
　図４に示される如く、本実施形態では、自動車の車体前部に形成されたエンジンルーム
１０の側方に車体骨格部材としての左右のエプロンアッパメンバ１２が配置されており、
これらのエプロンアッパメンバ１２はその長手方向を車体前後方向に沿って配置されてい
る。なお、図４では車体右側のエプロンアッパメンバ１２の前端部のみを示しており、エ
プロンアッパメンバ１２は前端部のみが断面Ｌ字状の開断面構造で、他の部位は断面矩形
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状の閉断面構造となっている。
【００１７】
　エプロンアッパメンバ１２の上壁部１２Ａの上面には、車体前後方向に所定の間隔をあ
けて設定された複数の取付部１５にフェンダパネル１６が支持ブラケット１４を介して固
着されている。なお、図４には最も車体前方の取付部１５のみが示されている。
【００１８】
　また、支持ブラケット１４は板材を所定の形状（展開形状）に切断した後、曲げ加工す
つことによって形成されている。
【００１９】
　図２に示される如く、フェンダパネル１６の上端縁部１６Ａからは、車体下方へ向けて
屈曲した縦壁部１６Ｂが形成されており、縦壁部１６Ｂの下端縁部からは、車幅方向内方
へ向けて屈曲したフランジ１６Ｃが形成されている。また、フェンダパネル１６のフラン
ジ１６Ｃには、車体前後方向に所定の間隔をあけて取付孔１８が形成されている。
【００２０】
　図３に示される如く、支持ブラケット１４の側断面形状（車体前後方向に沿った垂直断
面による断面形状）は、開口部を下方へ向けた略ハット形状となっており、上壁部１４Ａ
が、フェンダパネル１６のフランジ１６Ｃを下方側から支持している。また、上壁部１４
Ａには取付孔２０が形成されており、取付孔１８と取付孔２０とに車体上方側から挿入さ
れたボルト２２と、上壁部１４Ａの下面側に配置されたナット２４とで、フェンダパネル
１６のフランジ１６Ｃが支持ブラケット１４の上壁部１４Ａに固着されている。
【００２１】
　支持ブラケット１４の上壁部１４Ａの前端部からは車体前方斜め下方へ向かって前傾斜
壁部１４Ｂが形成されており、前傾斜壁部１４Ｂの前端部からは車体下方へ向かって前縦
壁部１４Ｃが形成されている。また、前傾斜壁部１４Ｂと前縦壁部１４Ｃとの連結部が上
下方向衝撃荷重吸収部２６となっている。更に、前縦壁部１４Ｃの下端部からは車体前方
へ向かって前フランジ１４Ｄが形成されており、この前フランジ１４Ｄがエプロンアッパ
メンバ１２の上壁部１２Ａの上面に溶着されている。
【００２２】
　一方、支持ブラケット１４の上壁部１４Ａの後端部からは車体後方斜め下方へ向かって
後傾斜壁部１４Ｅが形成されており、後傾斜壁部１４Ｅの後端部からは車体下方へ向かっ
て後縦壁部１４Ｆが形成されている。また、後傾斜壁部１４Ｅと後縦壁部１４Ｆとの連結
部が上下方向衝撃荷重吸収部２８となっている。更に、後縦壁部１４Ｆの下端部からは車
体後方へ向かって後フランジ１４Ｇが形成されており、この後フランジ１４Ｇがエプロン
アッパメンバ１２の上壁部１２Ａの上面に溶着されている。
【００２３】
　従って、フェンダパネル１６の上端縁部１６Ａに車体上方から車体下方へ向かって衝撃
荷重（図３の矢印Ｆ１）が作用した場合には、支持ブラケット１４の前傾斜壁部１４Ｂ、
前縦壁部１４Ｃが上下方向衝撃荷重吸収部２６の開き角θ１が狭くなる方向へ変形すると
共に、後傾斜壁部１４Ｅ、後縦壁部１４Ｆが上下方向衝撃荷重吸収部２８の開き角θ２が
狭くなる方向へ変形するようになっている。
【００２４】
　この結果、図５に示される如く、フェンダパネル１６の上端縁部１６Ａに車体上方から
衝突体Ｋが当たった場合には、支持ブラケット１４が潰れることで上下方向衝撃荷重Ｆ１
を吸収し、衝突体Ｋに作用する衝撃を低減できるようになっている。
【００２５】
　図４に示される如く、フェンダパネル１６を支持するためにエプロンアッパメンバ１２
の上壁部１２Ａに設けられた複数の取付部１５のうちの最も車体前方側に位置する取付部
１５に配置された支持ブラケット１４には、フェンダパネル１６を支持する上壁部１４Ａ
の車幅方向内側にフードクッション支持部１４Ｈが一体的に形成されている。
【００２６】
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　このフードクッション支持部１４Ｈは、上壁部１４Ａと同じ前後幅Ｗ１で車幅方向内側
へ向かって延びた水平板部となっており、フードクッション支持部１４Ｈの中央部に形成
された取付孔３０にフードクッション３２の下部３２Ａが固定されている。
【００２７】
　なお、フードクッション３２は、例えば、円柱形状とされたゴム等の弾性体で構成され
た周知の構造であるため、詳細な説明は省略する。
【００２８】
　図２に示される如く、エンジンルーム１０の上方を覆うエンジンフード３６は、エプロ
ンアッパメンバ１２の後端部にヒンジ（図示省略）を介して開閉可能に取付けられている
。また、エンジンフード３６は、エンジンフード３６の上部を構成するフードアウタパネ
ル３８とエンジンフード３６の下部を構成するフードインナパネル４０とを備えており、
フードアウタパネル３８の外周縁部３８Ａとフードインナパネル４０の外周縁部４０Ａと
がフェミング加工によって互いに結合されている。
【００２９】
　フードインナパネル４０の外周縁部４０Ａの近傍には、フードアウタパネル３８から離
間した骨部４０Ｂが外周縁部４０Ａに沿って形成されている。また、フードインナパネル
４０の骨部４０Ｂの下面４０Ｃは、エンジンフード３６が閉止状態にある時に、フードク
ッション３２の上端部３２Ｂに当接し、フードクッション３２によって、エンジンフード
３６がフードクッション支持部１４Ｈに支持されている。
【００３０】
　即ち、本実施形態では、図１に示される如く、フェンダパネル１６のエプロンアッパメ
ンバ１２への最も車体前方側の固着部となるボルト２２の軸心Ｐ１の車幅方向内側（真横
）に、エンジンフード３６をエプロンアッパメンバ１２に支持するフードクッション３２
の軸心Ｐ２が設定されている。この結果、エンジンフード３６における車幅方向両端部の
前端と、フェンダパネル１６の上部前端との境となる見切り部Ｐ３から、フェンダパネル
１６のエプロンアッパメンバ１２への取付部となるボルト２２の軸心Ｐ１までの車体前後
方向に沿った距離Ｓ１と、見切り部Ｐ３からフードクッション３２の軸心Ｐ２までの車体
前後方向に沿った距離Ｓ２とが等しくなる（Ｓ１＝Ｓ２）と共に距離Ｓ１、Ｓ２が短くな
っている。
【００３１】
　このため、これらの支持点Ｐ１、Ｐ２でフェンダパネル１６とエンジンフード３６とを
支持することによって、距離Ｓ１、Ｓ２によって発生する見切り部Ｐ３でのエンジンフー
ド３６とフェンダパネル１６の各組付け位置の上下のばらつきが小さくなる。
【００３２】
　図２に示される如く、支持ブラケット１４におけるフードクッション支持部１４Ｈの車
幅方向内側縁部からは、車体下方へ向かって縦壁部１４Ｊが形成されており、縦壁部１４
Ｊの下端縁部からは、車幅方向外側下方へ向かって傾斜壁部１４Ｋが形成されている。更
に、傾斜壁部１４Ｋの下端縁部からは、車体下方へ向かってフランジ１４Ｌが形成されて
おり、このフランジ１４Ｌは、エプロンアッパメンバ１２の車幅方向内側壁部１２Ｂに溶
着されている。
【００３３】
　従って、左右のエプロンアッパメンバ１２における車幅方向内側壁部１２Ｂの車幅方向
に沿った間隔Ｌ１が、左右の縦壁部１４Ｊの車幅方向に沿った間隔Ｌ２より広くなってい
る（Ｌ１＞Ｌ２）。
【００３４】
　また、図５に示される如く、フェンダパネル１６の上端縁部１６Ａに車体上方から衝突
体Ｋが当たった場合には、縦壁部１４Ｊ及び傾斜壁部１４Ｋが変形することで上下方向衝
撃荷重Ｆ１の一部を吸収し、衝突体Ｋに作用する衝撃を更に低減できるようになっている
。
【００３５】
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　なお、縦壁部１４Ｊ及び傾斜壁部１４Ｋは、エンジンフード３６を強閉した際には変形
せず、フェンダパネル１６の上端縁部１６Ａに車体上方から車体下方へ向かって衝撃荷重
（図３の矢印Ｆ１）が作用した場合に変形するようになっている。
【００３６】
　次に、本実施形態の作用を説明する。
【００３７】
　本実施形態では、図１に示される如く、フェンダパネル１６のエプロンアッパメンバ１
２への最も車体前方側の固着部となるボルト２２の軸心Ｐ１の車幅方向内側に、エンジン
フード３６をエプロンアッパメンバ１２に支持するフードクッション３２の軸心Ｐ２が設
定されている。この結果、エンジンフード３６における車幅方向両端部の前端と、フェン
ダパネル１６の上部前端との境となる見切り部Ｐ３から、フェンダパネル１６のエプロン
アッパメンバ１２への取付部となるボルト２２の軸心Ｐ１までの車体前後方向に沿った距
離Ｓ１と、見切り部Ｐ３からフードクッション３２の軸心Ｐ２までの車体前後方向に沿っ
た距離Ｓ２とを等しくできる（Ｓ１＝Ｓ２）と共に前記距離Ｓ１、Ｓ２が短くなる。
【００３８】
　このため、これらの支持点Ｐ１、Ｐ２でフェンダパネル１６とエンジンフード３６とを
支持することによって、距離Ｓ１、Ｓ２によって発生する見切り部Ｐ３でのエンジンフー
ド３６とフェンダパネル１６の各組付け位置の上下のばらつきが小さくなり、見切り部Ｐ
３の組付け精度を向上できる。即ち、距離Ｓ１、Ｓ２の差に基づくフェンダパネル１６と
エンジンフード３６との見切り部Ｐ３の車体上下方向における段差を少なくできる。
【００３９】
　また、本実施形態では、フェンダパネル１６の上端縁部１６Ａに車体上方から車体下方
へ向かって衝撃荷重（図３の矢印Ｆ１）が作用した場合には、支持ブラケット１４の前傾
斜壁部１４Ｂ、前縦壁部１４Ｃが上下方向衝撃荷重吸収部２６を起点にして開き角θ１が
狭くなる方向へ変形すると共に、後傾斜壁部１４Ｅ、後縦壁部１４Ｆが上下方向衝撃荷重
吸収部２８を起点にして開き角θ２が狭くなる方向へ変形する。この際、支持ブラケット
１４における縦壁部１４Ｊ及び傾斜壁部１４Ｋも変形する。
【００４０】
　この結果、図５に示される如く、支持ブラケット１４が潰れることで上下方向衝撃荷重
Ｆ１を吸収し、衝突体Ｋに作用する衝撃を低減できる。
【００４１】
　また、本実施形態では、図２に示される如く、フードクッション支持部１４Ｈの車幅方
向内側縁部からは、車体下方へ向かって縦壁部１４Ｊが形成されており、縦壁部１４Ｊの
下端縁部からは、車幅方向外側下方へ向かって傾斜壁部１４Ｋが形成されている。この結
果、左右のエプロンアッパメンバ１２における車幅方向内側壁部１２Ｂの車幅方向に沿っ
た間隔Ｌ１が、左右の縦壁部１４Ｊの車幅方向に沿った間隔Ｌ２より広くなっている（Ｌ
１＞Ｌ２）。このため、エンジンルーム１０内のスペースを大きくできる。
【００４２】
　次に、本発明における車体前部支持構造の第２実施形態を図６及び図７に従って説明す
る。
【００４３】
　なお、第１実施形態と同一部材に付いては、同一符号を付してその説明を省略する。
【００４４】
　図６及び図７に示される如く、本実施形態では、支持ブラケット１４における上壁部１
４Ａ、前傾斜壁部１４Ｂ、前縦壁部１４Ｃ、前フランジ１４Ｄ、後傾斜壁部１４Ｅ、後縦
壁部１４Ｆ、後フランジ１４Ｇと、支持ブラケット１４におけるフードクッション支持部
１４Ｈ、縦壁部１４Ｊ、傾斜壁部１４Ｋ、フランジ１４Ｌとが別の板材によって形成され
ている。
【００４５】
　具体的には、フードクッション支持部１４Ｈの車幅方向外側部１４Ｍが、支持ブラケッ
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ト１４の上壁部１４Ａの下方に延設されている。また、フードクッション支持部１４Ｈの
車幅方向外側部１４Ｍは、支持ブラケット１４の上壁部１４Ａとフェンダパネル１６のフ
ランジ１６Ｃとの結合部にボルト２２とナット２４とによってとも締めされている。
【００４６】
　従って、本実施形態においても第１実施形態と同様の作用効果が得られる。また、支持
ブラケット１４を２枚の板材で構成するため、例えば、フェンダパネル１６を支持する上
壁部１４Ａ、前傾斜壁部１４Ｂ、前縦壁部１４Ｃ、前フランジ１４Ｄ、後傾斜壁部１４Ｅ
、後縦壁部１４Ｆ、後フランジ１４Ｇの板厚Ｍ１を、フードクッション３２を支持するフ
ードクッション支持部１４Ｈ、縦壁部１４Ｊ、傾斜壁部１４Ｋ、フランジ１４Ｌの板厚Ｍ
２に比べて薄く設定（Ｍ１＜Ｍ２）することで、フードクッション３２によるエンジンフ
ード３６の支持剛性を確保しつつ（エンジンフード３６を強閉した際に、フードクッショ
ン支持部１４Ｈが変形せず）、フェンダパネル１６の上端縁部１６Ａに車体上方から車体
下方へ向かって衝撃荷重（図３の矢印Ｆ１）が作用した場合に、支持ブラケット１４を容
易に変形させることができる。
【００４７】
　なお、支持ブラケット１４は３枚の板材で構成しても良い。
【００４８】
　以上に於いては、本発明を特定の実施形態について詳細に説明したが、本発明はかかる
実施形態に限定されるものではなく、本発明の範囲内にて他の種々の実施形態が可能であ
ることは当業者にとって明らかである。例えば、上記各実施形態では、フェンダパネル１
６におけるエプロンアッパメンバ１２への車体前後方向に沿った複数の取付部１５のうち
の最前端となる取付部１５に設けた支持ブラケット１４の上壁部１４Ａの車幅方向内側に
、フードクッション３２を配置したが、これに代えて、フェンダパネル１６におけるエプ
ロンアッパメンバ１２への車体前後方向に沿った複数の取付部１５のうちの前半部の取付
部１５に設けた支持ブラケット１４の上壁部１４Ａの車幅方向内側に、フードクッション
３２を配置した構成としても良い。
【００４９】
　また、支持ブラケット１４の上壁部１４Ａ（取付部）の車幅方向とは、支持ブラケット
１４の上壁部１４Ａの真横以外に、支持ブラケット１４の上壁部１４Ａに対して車体前後
方向へ多少ずれた位置でも良い。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明の第１実施形態に係る車体前部支持構造をフェンダパネルとエンジンフー
ドを二点鎖線で示す平面図である。
【図２】図１の２－２線に沿った拡大断面である。
【図３】図２の３－３線に沿った拡大断面である。
【図４】本発明の第１実施形態に係る車体前部支持構造をフェンダパネルを二点鎖線で示
す車体斜め前方内側から見た斜視図である。
【図５】本発明の第１実施形態に係る車体前部支持構造の変形状態を示す図２に対応する
断面図である。
【図６】本発明の第２実施形態に係る車体前部支持構造を示す図２に対応する断面図であ
る。
【図７】本発明の第２実施形態に係る車体前部支持構造をフェンダパネルを二点鎖線で示
す車体斜め前方内側から見た斜視図である。
【符号の説明】
【００５２】
　１０　　エンジンルーム
　１２　　エプロンアッパメンバ（車体骨格部材）
　１４　　支持ブラケット
　１４Ａ　　支持ブラケットの上壁部
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　１４Ｂ　　支持ブラケットの前傾斜壁部
　１４Ｃ　　支持ブラケットの前縦壁部
　１４Ｄ　　支持ブラケットの前フランジ
　１４Ｅ　　支持ブラケットの後傾斜壁部
　１４Ｆ　　支持ブラケットの後縦壁部
　１４Ｇ　　支持ブラケットの後フランジ
　１４Ｈ　　支持ブラケットのフードクッション支持部
　１４Ｊ　　支持ブラケットの縦壁部
　１４Ｋ　　支持ブラケットの傾斜壁部
　１４Ｌ　　支持ブラケットのフランジ
　１４Ｍ　　フードクッション支持部の車幅方向外側部
　１５　　フェンダパネルの取付部
　１６　　フェンダパネル
　２６　　支持ブラケットの上下方向衝撃荷重吸収部
　２８　　支持ブラケットの上下方向衝撃荷重吸収部
　３２　　フードクッション
　３６　　エンジンフード
　Ｐ３　　エンジンフードにおける車幅方向両端部の前端とフェンダパネルの上部前端と
の境となる見切り部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】



(10) JP 4407599 B2 2010.2.3

【図７】



(11) JP 4407599 B2 2010.2.3

10

フロントページの続き

(72)発明者  三戸　祐一郎
            愛知県豊田市トヨタ町１番地　トヨタ自動車株式会社内
(72)発明者  塩見　耕平
            愛知県刈谷市一里山町金山１００番地　トヨタ車体株式会社内

    審査官  西本　浩司

(56)参考文献  実開昭６３－０１４４７２（ＪＰ，Ｕ）　　　
              実開昭５５－１６３２８１（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開２００１－３３４９５８（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ６２Ｄ　　２１／００　－　２９／０４
              Ｂ６０Ｒ　　２１／３４　　　　
              　
              　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

