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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車体前部の両サイドに車両前後方向を長手方向として配置された左右一対のフロントサ
イドメンバを含んで構成された車体前部構造であって、
　前記フロントサイドメンバの下側で前記フロントサイドメンバに沿って配置されると共
に、車両後方側における所定部位が直接又は間接的に前記フロントサイドメンバへ一体的
に結合され、前記フロントサイドメンバとの結合部分よりも前方側における前記車体の前
方側からの荷重による変形量が前記フロントサイドメンバよりも大きく設定され、前記変
形量の差異により前記フロントサイドメンバとの結合部分よりも後方側で前記フロントサ
イドメンバを下方へ変位させる補助メンバと、
　前記補助メンバの車両後方側の所定部位が連結されると共に上部が前記フロントサイド
メンバに結合され、車両前方側からの荷重で前記フロントサイドメンバ及び前記補助メン
バの双方が変形することで前記フロントサイドメンバとの結合部分よりも後方側で前記フ
ロントサイドメンバが下方へ変位又は変形した際に下方から前記フロントサイドメンバに
干渉する構造体と、
　を備えることを特徴とする車体前部構造。
【請求項２】
　車体前部の両サイドに車両前後方向を長手方向として配置された左右一対のフロントサ
イドメンバを含んで構成された車体前部構造であって、
　前記フロントサイドメンバの下側で前記フロントサイドメンバに沿って配置されると共
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に、車両後方側における所定部位が直接又は間接的に前記フロントサイドメンバへ一体的
に結合され、前記フロントサイドメンバとの結合部分よりも前側における前記車体の前方
からの荷重による車両前後方向に沿った圧縮変形が前記フロントサイドメンバの圧縮変形
よりも遅れて終了するように設定され、この圧縮変形が終了の遅れにより前記フロントサ
イドメンバとの結合部分よりも後方側で前記フロントサイドメンバを下方へ変位させる補
助メンバと、
　前記補助メンバの車両後方側の所定部位が連結されると共に上部が前記フロントサイド
メンバに結合され、車両前方側からの荷重で前記フロントサイドメンバ及び前記補助メン
バの双方が変形することで前記フロントサイドメンバとの結合部分よりも後方側で前記フ
ロントサイドメンバが下方へ変位又は変形した際に下方から前記フロントサイドメンバに
干渉する構造体と、
　を備えることを特徴とする車体前部構造。
【請求項３】
　車体前部の両サイドに車両前後方向を長手方向として配置された左右一対のフロントサ
イドメンバを含めて構成された車体前部構造であって、
　前記フロントサイドメンバの下側に設けられ、前記フロントサイドメンバの長手方向中
間部にて前記フロントサイドメンバに結合される車両の構造体と、
　前記構造体の前方側に設けられ、車両前方側からの荷重を吸収すると共に、前記構造体
への前記荷重の少なくとも一部の伝達を、前記構造体との結合部分よりも前方側での前記
荷重による前記フロントサイドメンバの変形終了以降まで遅延させ、この荷重伝達の遅延
により前記フロントサイドメンバと前記構造体との結合部分よりも後方側で前記フロント
サイドメンバを下方へ変位させる荷重吸収手段と、
　を備えることを特徴とする車体前部構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車体前部の両サイドに車両前後方向を長手方向として配置された左右一対の
フロントサイドメンバを含んで構成された車体前部構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年では、車両同士の衝突時に衝突エネルギーを車両の前部で効率よく分散、吸収して
自己保護性能を大幅に向上すると共に、相手車両への攻撃性を低減するコンパティビリテ
ィ対応の車体前部構造の開発が進められている。その一例としては、例えば、下記特許文
献１に開示されているような構造がある。
【０００３】
　特許文献１に開示された構造では、軟質樹脂製のバンパの後側には、矩形の閉断面構造
のバンパリインフォースがバンパに対して近接配置されている。バンパリインフォースは
、略車両前後方向に沿ったバンパステーを介してファーストクロスメンバに固定されてい
る。
【０００４】
　また、バンパリインフォースの下側には小断面の補助バンパリインフォースと補助バン
パステーが設けられ、衝突時にはバンパステーと補助バンパステーが同時に圧潰変形する
ことで大きな荷重を吸収できるものである。
【特許文献１】特開平１１－７８７３２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、特許文献１において、補助バンパステーはブラケットを介してバンパステー
を構成するファーストクロスメンバに固定される構成であるが、このような構造の場合、
衝突時におけるバンパステーと補助バンパステーとの結合部分を境としたバンパステー及
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び補助バンパステーの各前側での変形の態様によって後側の変形の態様が大きく異なり、
その結果、衝突時の変形モードが変化してしまい、変形モードが安定しないといった問題
がある。
【０００６】
　本発明は、上記事実を考慮して、前方からの荷重によるフロントサイドメンバの変形モ
ードを安定させることができる車体前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】
【０００７】
　請求項１に記載の本発明に係る車体前部構造は、車体前部の両サイドに車両前後方向を
長手方向として配置された左右一対のフロントサイドメンバを含んで構成された車体前部
構造であって、前記フロントサイドメンバの下側で前記フロントサイドメンバに沿って配
置されると共に、車両後方側における所定部位が直接又は間接的に前記フロントサイドメ
ンバへ一体的に結合され、前記フロントサイドメンバとの結合部分よりも前方側における
前記車体の前方側からの荷重による変形量が前記フロントサイドメンバよりも大きく設定
され、前記変形量の差異により前記フロントサイドメンバとの結合部分よりも後方側で前
記フロントサイドメンバを下方へ変位させる補助メンバと、前記補助メンバの車両後方側
の所定部位が連結されると共に上部が前記フロントサイドメンバに結合され、車両前方側
からの荷重で前記フロントサイドメンバ及び前記補助メンバの双方が変形することで前記
フロントサイドメンバとの結合部分よりも後方側で前記フロントサイドメンバが下方へ変
位又は変形した際に下方から前記フロントサイドメンバに干渉する構造体と、を備えるこ
とを特徴としている。
【０００８】
　請求項１に記載の本発明に係る車体前部構造によれば、例えば、車両が前方の車両の側
面に衝突した場合、相互の車種によっては、フロントサイドメンバの下方に配置した補助
メンバの前端部が、相手車両のロッカに当接することがある。このように衝突で相手車両
のロッカと補助メンバの前端部とが上下にずれることなく当接したのであれば、補助メン
バは車体構造部材に反力をとって軸圧縮変形し衝突時のエネルギーを吸収する。
【０００９】
　また、このような衝突では、相手車両のロッカよりも上側の部分にフロントサイドメン
バが当接し、相手車両の車体からの荷重で圧縮変形する。
【００１０】
　ここで、本発明に係る車体前部構造では、補助メンバの後端側はフロントサイドメンバ
に直接又は間接的に結合されている。しかも、上記のような衝突でのフロントサイドメン
バと補助メンバとの結合部分よりも前方側におけるフロントサイドメンバ及び補助メンバ
の各々の圧縮変形量が異なり、フロントサイドメンバに比べて補助メンバの方が大きく変
形する。このようにフロントサイドメンバ及び補助メンバが変形することで、補助メンバ
に比べてフロントサイドメンバは潰れ残りが大きく、圧縮変形が早期に終了する。
【００１１】
　上記のような衝突時の荷重で、フロントサイドメンバ及び補助メンバの各々は変形しつ
つも後方へずれようとする。しかしながら、上記のようにフロントサイドメンバに比べて
補助メンバは潰れ残りが小さいため、フロントサイドメンバは補助メンバよりも早期に後
方へずれる。但し、上記のようにフロントサイドメンバに比べて補助メンバは潰れ残りが
小さいことからフロントサイドメンバは補助メンバとの結合部分で後方への変位（ずれ）
が規制され、これにより、フロントサイドメンバの補助メンバとの結合部分よりも後方側
は、この結合部分を中心に回動する如く下方へ変位する。これにより、補助メンバや補助
メンバの後方に位置する車両の構造体に対してフロントサイドメンバが上方から干渉して
変形させられる。
【００１２】
　このようにフロントサイドメンバと補助メンバとの結合部分よりも後方側で、フロント
サイドメンバが先にずれて上方から補助メンバや車両の構造体に先に干渉して変形するこ
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とで、結合部分よりも後方側で補助メンバに変形及びずれが生じても、このような補助メ
ンバの変形及びずれのフロントサイドメンバに対する影響が軽減され、上記のような衝突
に際してこれまでに説明したようなフロントサイドメンバの変形が安定して生じる。
　しかも、車両後方側での補助メンバの所定部位が構造体に連結される。この構造体は上
部にてフロントサイドメンバに結合されており、したがって、フロントサイドメンバと補
助メンバとが構造体を介して間接的に結合される。
　上記のように、車両前方からの荷重がフロントサイドメンバ及び補助メンバの双方に作
用した場合には、構造体には補助メンバを介して荷重が入力される。しかしながら、補助
メンバに入力される荷重は、補助メンバの圧縮変形にも供される。一方で、フロントサイ
ドメンバの圧縮変形は、補助メンバの圧縮変形よりも先に終了する。したがって、フロン
トサイドメンバの圧縮変形終了後においても補助メンバに入力された荷重は補助メンバの
圧縮変形に供される。このように、荷重が補助メンバの圧縮変形に供されている状態では
、構造体に荷重が伝わらないか、又は、構造体に入力される荷重が小さい。
　このため、圧縮変形が先に終了したフロントサイドメンバは、構造体との結合部分より
も後方側で構造体よりも先に変形や変位が開始される。さらに、補助メンバよりも先にフ
ロントサイドメンバの圧縮変形が終了することで、構造体との結合部分よりも後方側では
フロントサイドメンバが後方へ変位しようとする（ずれようとする）が、上記のように、
構造体には荷重が伝わらないか、構造体に入力される荷重が小さいため、構造体は後方へ
変位しようとしない（又は、構造体の変位量が小さい）。
　このため、後方へ変位しようとする（ずれようとする）フロントサイドメンバに対して
、構造体が結合部分で干渉し、フロントサイドメンバの後方への変位（ずれ）が規制され
る。このような規制を受けることで結果的にフロントサイドメンバは、下方へ回動するよ
うに変位しようとする（ずれようとする）。
　したがって、本発明に係る車体前部構造では、構造体との結合部分よりもフロントサイ
ドメンバの後方側は、上側から構造体に干渉し、フロントサイドメンバが構造体を変形さ
せつつ構造体からの反力等で自らも変形する。
　すなわち、この点に関して換言すれば、本発明に係る車体前部構造では、構造体よりも
フロントサイドメンバの変位や変形が確実に先行するため、構造体によりフロントサイド
メンバの変形を効果的に制御できる。これにより、上記のような衝突よるフロントサイド
メンバの変形を安定させることができる。
【００１３】
　請求項２に記載の本発明に係る車体前部構造は、車体前部の両サイドに車両前後方向を
長手方向として配置された左右一対のフロントサイドメンバを含んで構成された車体前部
構造であって、前記フロントサイドメンバの下側で前記フロントサイドメンバに沿って配
置されると共に、車両後方側における所定部位が直接又は間接的に前記フロントサイドメ
ンバへ一体的に結合され、前記フロントサイドメンバとの結合部分よりも前側における前
記車体の前方からの荷重による車両前後方向に沿った圧縮変形が前記フロントサイドメン
バの圧縮変形よりも遅れて終了するように設定され、この圧縮変形が終了の遅れにより前
記フロントサイドメンバとの結合部分よりも後方側で前記フロントサイドメンバを下方へ
変位させる補助メンバと、前記補助メンバの車両後方側の所定部位が連結されると共に上
部が前記フロントサイドメンバに結合され、車両前方側からの荷重で前記フロントサイド
メンバ及び前記補助メンバの双方が変形することで前記フロントサイドメンバとの結合部
分よりも後方側で前記フロントサイドメンバが下方へ変位又は変形した際に下方から前記
フロントサイドメンバに干渉する構造体と、を備えることを特徴としている。
【００１４】
　請求項２に記載の本発明に係る車体前部構造によれば、例えば、車両が前方の車両の側
面に衝突した場合、相互の車種によっては、フロントサイドメンバの下方に配置した補助
メンバの前端部が、相手車両のロッカに当接することがある。このような衝突で相手車両
のロッカと補助メンバの前端部とが上下にずれることなく当接したのであれば、補助メン
バは車体構造部材に反力をとって軸圧縮変形し衝突時のエネルギーを吸収する。
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【００１５】
　また、このような衝突では、相手車両のロッカよりも上側の部分にフロントサイドメン
バが当接し、相手車両の車体からの荷重で圧縮変形する。
【００１６】
　ここで、本発明に係る車体前部構造では、補助メンバの後端側はフロントサイドメンバ
に直接又は間接的に結合されており、しかも、フロントサイドメンバと補助メンバとの直
接又は間接的な結合部分よりも前方側では、上記のような衝突による前方からの荷重によ
る圧縮変形は補助メンバに比べてフロントサイドメンバの方が早期に終了する。
【００１７】
　このため、フロントサイドメンバの補助メンバとの結合部分よりも後方側は、前方から
の荷重によって補助メンバよりも早期に後方へずれる。これに対して、フロントサイドメ
ンバに比べて補助メンバは遅れて圧縮変形が終了することから、フロントサイドメンバに
比べて補助メンバは後方へのずれが遅く、フロントサイドメンバは補助メンバとの結合部
分で後方への変位（ずれ）が規制される（すなわち、補助メンバからの直接又は間接的な
干渉で、フロントサイドメンバの後方への変位が規制される）。
【００１８】
　フロントサイドメンバは、上記のような補助メンバとの直接又は間接的な結合部分での
規制を受けることで、フロントサイドメンバの補助メンバとの結合部分よりも後方側は、
この結合部分を中心に回動する如く下方へ変位する。
　一方で、車両前方からの荷重がフロントサイドメンバ及び補助メンバの双方に作用した
場合には、構造体には補助メンバを介して荷重が入力される。しかしながら、補助メンバ
に入力される荷重は、補助メンバの圧縮変形にも供される。上記のように、フロントサイ
ドメンバの圧縮変形は、補助メンバの圧縮変形よりも先に終了するので、フロントサイド
メンバの圧縮変形が終了した後も、補助メンバに入力された荷重は補助メンバの圧縮変形
に供される。このように、荷重が補助メンバの圧縮変形に供されている状態では、構造体
に荷重が伝わらないか、又は、構造体に入力される荷重が小さい。
　このため、上記のように、圧縮変形が先に終了したフロントサイドメンバは、構造体と
の結合部分よりも後方側で構造体よりも先に変形や変位が開始される。さらに、補助メン
バよりも先にフロントサイドメンバの圧縮変形が終了することで、構造体との結合部分よ
りも後方側ではフロントサイドメンバが後方へ変位しようとする（ずれようとする）が、
上記のように、構造体には荷重が伝わらないか、構造体に入力される荷重が小さいため、
構造体は後方へ変位しようとしない（又は、構造体の変位量が小さい）。
　このため、後方へ変位しようとする（ずれようとする）フロントサイドメンバに対して
、構造体が結合部分で干渉し、フロントサイドメンバの後方への変位（ずれ）が規制され
る。このような規制を受けることで結果的にフロントサイドメンバは、下方へ回動するよ
うに変位しようとする（ずれようとする）。
　以上のようにしてフロントサイドメンバが下方へ回動するように変位しようとすること
で、下方から構造体や補助メンバがフロントサイドメンバの後方側に干渉する。これによ
り、フロントサイドメンバが構造体を変形させつつ構造体や補助メンバからの反力等でフ
ロントサイドメンバが変形させられる。
【００１９】
　これにより、フロントサイドメンバと補助メンバとの結合部分よりも後方側で、フロン
トサイドメンバが先にずれて上方から補助メンバや車両の構造体に先に干渉して変形する
ことで、結合部分よりも後方側で補助メンバに変形及びずれが生じても、このような補助
メンバの変形及びずれのフロントサイドメンバに対する影響が軽減され、上記のような衝
突に際してこれまでに説明したようなフロントサイドメンバの変形が安定して生じる。し
かも、構造体よりもフロントサイドメンバの変位や変形が確実に先行するため、構造体に
よりフロントサイドメンバの変形を効果的に制御できる。これにより、上記のような衝突
よるフロントサイドメンバの変形を安定させることができる。
【００２９】
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　請求項３に記載の本発明に係る車体前部構造は、車体前部の両サイドに車両前後方向を
長手方向として配置された左右一対のフロントサイドメンバを含めて構成された車体前部
構造であって、前記フロントサイドメンバの下側に設けられ、前記フロントサイドメンバ
の長手方向中間部にて前記フロントサイドメンバに結合される車両の構造体と、前記構造
体の前方側に設けられ、車両前方側からの荷重を吸収すると共に、前記構造体への前記荷
重の少なくとも一部の伝達を、前記荷重による前記構造体との結合部分よりも前方側での
前記フロントサイドメンバの変形終了以降まで遅延させ、この荷重伝達の遅延により前記
フロントサイドメンバと前記構造体との結合部分よりも後方側で前記フロントサイドメン
バを下方へ変位させる荷重吸収手段と、を備えることを特徴としている。
【００３０】
　請求項３に記載の本発明に係る車体前部構造によれば、例えば、車両が前方の車両の側
面に衝突した場合には、相手車両のロッカよりも上側の部分にフロントサイドメンバが当
接し、相手車両の車体からの荷重でフロントサイドメンバが圧縮変形（変形）する。
【００３１】
　また、本発明に係る車体前部構造では、フロントサイドメンバの下側でフロントサイド
メンバに結合された構造体の前側に荷重吸収手段が設けられる。このため、上記のような
衝突の際には、荷重吸収手段に相手車両の車体からの荷重が入力される。このように荷重
吸収手段に入力された荷重は荷重吸収手段に吸収される。
【００３２】
　このように、荷重が荷重吸収手段に吸収されることで、本発明に係る車体前部構造では
、荷重吸収手段を介した構造体への荷重の少なくとも一部の伝達が、荷重による構造体と
の結合部分よりも前方側でのフロントサイドメンバの変形終了以降まで遅延させられる。
このため、構造部との結合部分よりもフロントサイドメンバの後方側では、荷重による変
位や変形が構造体よりも早く生じる。このため、フロントサイドメンバの構造体との結合
部分よりも後方側では、結合部分を中心に下方へ回動するように変位し（ずれ）、下側の
構造体に干渉し、フロントサイドメンバが構造体を変形させつつ構造体からの反力等で自
らも変形する。
【００３３】
　すなわち、この点に関して換言すれば、本発明に係る車体前部構造では、構造体よりも
フロントサイドメンバの変位や変形が確実に先行するため、構造体によりフロントメンバ
の変形を効果的に制御できる。これにより、上記のような衝突よるフロントサイドメンバ
の変形を安定させることができる。
【発明の効果】
【００３４】
　以上説明したように、本発明に係る車体前部構造では、フロントサイドメンバと補助メ
ンバや他の構造体との結合部分よりも後方側で、車両前方側からの荷重によるフロントサ
イドメンバの変形や変位が補助メンバや他の構造体よりも先行するため、フロントサイド
メンバの補助メンバや他の構造体との結合部分よりも後方側を安定させて変形させること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　　＜本実施の形態の構成＞
　図１には、本発明の一実施の形態に係る車体前部構造が側面図によって示されている。
この図に示されるように、車体前部１０の左右両側には、各々がアウタパネルとインナパ
ネルとを結合させることにより略筒状（閉断面構造）に形成された左右一対のフロントサ
イドメンバ１２が設けられている。フロントサイドメンバ１２は、車両前後方向に沿って
直線状に延びる本体部１２Ａを備えている。
【００３６】
　この本体部１２Ａの後端部からはキックアップ部１２Ｂが斜め下方へ屈曲した状態で設
けられており、更に、キックアップ部１２Ｂの下端部からは後部１２Ｃが図示しない車体
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フロアの下面側へ延出されている。
【００３７】
　キックアップ部１２Ｂの後端部は、フロントサイドメンバアウタリインフォース１４を
介してダッシュクロスメンバ１６及び図示しないフロントピラー（Ａピラー）の双方に結
合されている。このフロントサイドメンバアウタリインフォース１４が存在することによ
って、衝突時にフロントサイドメンバ１２がキックアップ部１２Ｂで屈曲するのが抑制さ
れると共に、衝突荷重がフロントサイドメンバアウタリインフォース１４からフロントピ
ラーの上下へ分散されるようになっている。
【００３８】
　また、上記左右一対のフロントサイドメンバ１２の前端部には、所定値以上の衝突荷重
が入力されることにより車両前後方向に沿って軸圧縮塑性変形する略筒体形状のクラッシ
ュボックス１８が取り付けられている。
【００３９】
　さらに、左右のクラッシュボックス１８の前端部同士は、車両幅方向を長手方向として
配置された長尺状のフロントバンパリインフォース２０によって相互に連結されている。
これにより、衝突時にフロントバンパ２２に入力された荷重が、左右のクラッシュボック
ス１８及びフロントサイドメンバ１２に効率良く伝達されるようになっている。
【００４０】
　なお、フロントバンパリインフォース２０はフロントバンパ２２の一部を構成する強度
部材であり、その前方側には図示しないアブソーバ及びフロントバンパカバー２４が配設
されている。
【００４１】
　また、フロントサイドメンバ１２の上方側には、車体側部の上縁部を構成するエプロン
アッパメンバ２６が配設されている。エプロンアッパメンバ２６は下向きに開放された略
コ字状断面を成しており、車両前後方向を長手方向として配設されている。エプロンアッ
パメンバ２６とフロントサイドメンバ１２との間の側面部には、両者を上下方向に繋ぐフ
ロントフェンダエプロン２８が配設されている。
【００４２】
　また、車体前部１０の前端部には、図示しないラジエータを車体に支持するラジエータ
サポート３０が配設されている。ラジエータサポート３０は正面視で略矩形枠状に構成さ
れており、ラジエータサポートアッパ３２、ラジエータサポートロア３４、上下方向部材
としての左右一対の縦柱３６によって構成されている。
【００４３】
　ここで、上述した左右一対のフロントサイドメンバ１２の各々の下側には、荷重吸収手
段としての補助メンバ３８が設けられている。補助メンバ３８は略車両前後方向を長手方
向とされた補助メンバ本体３９を備えている。補助メンバ本体３９は、長手方向に対して
直交する方向に沿って切った断面が略「田」字状に形成されており、アルミニウム合金材
料を押出し成形することにより製作されている。
【００４４】
　補助メンバ本体３９の後端部はボルト４２及びウエルドナットによって特許請求の範囲
で言うところの「構造体」としてのサスペンションメンバ４０に結合されている。サスペ
ンションメンバ４０は上端部の一部が結合点Ｐとされ、この結合点Ｐにてフロントサイド
メンバ１２の本体部１２Ａに結合されている。
【００４５】
　本実施の形態においては、後述する前方の車両の側面への衝突時に、補助メンバ本体３
９の前端部が前方車両のロッカからの荷重が作用し、本体部１２Ａの前端にフロントバン
パリインフォース２０及びクラッシュボックス１８を介して前方車両からの荷重が作用し
た場合には、結合点Ｐよりも前側で補助メンバ本体３９がフロントサイドメンバ１２の本
体部１２Ａよりも大きく圧縮変形するように、換言すれば、結合点Ｐよりも前側でフロン
トサイドメンバ１２の本体部１２Ａが補助メンバ本体３９よりも潰れ残りが大きくなるよ
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うに補助メンバ本体３９と本体部１２Ａとの機械的な強度の大きさやその比率、更には、
厳密な結合点Ｐの位置等が設定されている。
【００４６】
　補助メンバ本体３９の前端部同士は、フロントバンパリインフォース２０に沿って略平
行に配置された断面「日」の字状のバンパリインフォース４４によって相互に連結されて
いる。従って、上下二段にフロントバンパリインフォース２０とバンパリインフォース４
４とが配置された構造になっている。
【００４７】
　上記補助メンバ３８は、ラジエータサポート３０の縦柱３６の下端部と結合されている
。具体的には、補助メンバ３８の長手方向の中間部には、車両上下方向を軸方向としかつ
軸長が補助メンバ３８の高さより若干長いカラー４６が貫通状態で配置（溶接により固定
）されている。
【００４８】
　そして、組付けに際しては、カラー４６の上端面をラジエータサポート３０の縦柱３６
の底面に当接させると共に、カラー４６の下端面をラジエータサポートロア３４の上面に
当接させる。なお、ラジエータサポート３０の縦柱３６の水平断面形状は平面視でＬ字状
とされており、当該縦柱３６の下端部の上面には図示しないウエルドナットが予め溶着さ
れている。
【００４９】
　そして、ラジエータサポートロア３４の下側からボルト４８をカラー４６内へ挿入して
ウエルドナットに螺合させることにより、補助メンバ３８の長手方向中間部がラジエータ
サポート３０の縦柱３６の下端部とラジエータサポートロア３４との間に上下に挟まれた
状態で結合されている。
【００５０】
　組付後の状態では、ラジエータサポート３０の縦柱３６が補助メンバ３８の長手方向の
中間部を上方側から押さえ込むように配置されている。また、カラー４６の軸方向の両端
部が補助メンバ３８の上下の締結面から若干突出しているので、補助メンバ３８の上面と
ラジエータサポート３０の縦柱３６の下端部との間及び補助メンバ３８の下面とラジエー
タサポートロア３４との間にそれぞれ所定の（僅かな）隙間５０、５２が設定されている
。これらの隙間５０、５２は、補助メンバ３８が軸圧縮変形した際にラジエータサポート
３０との干渉を避ける役割を果たしている。
【００５１】
　上述した補助メンバ３８は、側面視で前端側の方が後端側よりも下がるように傾斜した
状態で（車両前方側へ向かうにつれて下り勾配となるように）配置されている。
【００５２】
　　＜本実施の形態の作用、効果＞
　次に、本実施の形態の作用並びに効果について説明する。
【００５３】
　この状態から車体前部１０が相手車両の側面に衝突すると、相手車両のロッカ５４にバ
ンパリインフォース４４が当接し、バンパリインフォース４４を介して補助メンバ本体３
９に衝突荷重が入力される。これにより、補助メンバ本体３９はサスペンションメンバ４
０に反力をとって軸圧縮変形していき、これにより衝突時のエネルギーが吸収される。
【００５４】
　また、フロントサイドメンバ１２側においても、フロントバンパリインフォース２０か
ら衝突荷重が入力されると、クラッシュボックス１８が軸圧縮変形して所定のエネルギー
吸収を行ない、更に、フロントサイドメンバ１２の本体部１２Ａに衝突荷重が入力される
ことで本体部１２Ａの前端側が軸圧縮変形して所定のエネルギー吸収を行なう。
【００５５】
　ここで、本実施形態に係る車体前部構造では、上記のような衝突で補助メンバ本体３９
及びフロントサイドメンバ１２の本体部１２Ａの前端側に軸圧縮変形（すなわち、車両前
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バ１２の各々の機械的強度やその比率、更には、上記の結合点Ｐの位置の設定により、補
助メンバ本体３９に比べてフロントサイドメンバ１２の本体部１２Ａは早期に軸圧縮変形
が終了し、これにより、潰れ残りが補助メンバ本体３９よりも多く残る。このように潰れ
残りが多く残ることで本体部１２Ａは、前方からの荷重により後方へ変位しようとする（
ずれようとする）。
【００５６】
　一方で、補助メンバ本体３９は、本体部１２Ａよりも軸圧縮変形の終了が遅く、しかも
、潰れ残りが少ない。したがって、本体部１２Ａの軸圧縮変形が終了した状態であっても
、補助メンバ本体３９に入力される荷重は、補助メンバ本体３９の軸圧縮変形に供され、
補助メンバ本体３９からサスペンションメンバ４０へ荷重が伝達されないか、又は、補助
メンバ本体３９からサスペンションメンバ４０への荷重の伝達が少ない。このように、サ
スペンションメンバ４０には、荷重の入力がないか、又は、荷重の入力が小さいことで、
本体部１２Ａとは異なりサスペンションメンバ４０は後方へ変位しようとしない。
【００５７】
　上記のように、結合点Ｐにてフロントサイドメンバ１２の本体部１２Ａに結合されてい
ることで、後方へ変位しようとする本体部１２Ａは、結合点Ｐにおいてサスペンションメ
ンバ４０に干渉され、これにより、本体部１２Ａの後方への変位が規制される。
【００５８】
　以上のように後方への変位の規制を受けた本体部１２Ａには、前方からの荷重が入力さ
れて本体部１２Ａは後方へ変位しようとする。このため、本体部１２Ａの結合点Ｐよりも
後方の部分は、結合点Ｐを中心に回動するように下方へ変位する。このように、結合点Ｐ
よりも後方で本体部１２Ａが下方へ変位することで、サスペンションメンバ４０に上方か
ら干渉する。
【００５９】
　このようにサスペンションメンバ４０は上方から干渉されることで、上方から押さえ込
まれ、補助メンバ本体３９の前方からの荷重で部分的に上側へ曲げ変形されそうになって
も、このような曲げ変形が抑制される。
【００６０】
　これにより、フロントサイドメンバ１２の変形に対するサスペンションメンバ４０や補
助メンバ本体３９の変形の影響が抑制又は防止され、上記のような衝突に際してフロント
サイドメンバ１２を安定的に変形させることができる（すなわち、フロントサイドメンバ
１２の変形モードが安定する）。
【００６１】
　しかも、上記のように、結合点Ｐよりも後方で確実に本体部１２Ａが下方へ変位してサ
スペンションメンバ４０に干渉することで、本体部１２Ａに安定した曲げ変形を生じさせ
ることができ、上述した本体部１２Ａの軸圧縮変形によるエネルギー吸収の終了後に曲げ
変形によるエネルギー吸収を生じさせることができる。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】本実施形態に係る車体前部構造の全体構成を示す側面図である。
【図２】衝突後の状態を示す図１に対応した側面図である。
【符号の説明】
【００６３】
　　１０　　車体前部
　　１２　　フロントサイドメンバ
　　３８　　補助メンバ（荷重吸収手段）
　　４０　　サスペンションメンバ（構造体）
　　　Ｐ　　結合点
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