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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車体前部における車両幅方向中央部よりも車両幅方向外側に配置されると共に、車両前
後方向に延在するフロントサイドメンバと、
　前記フロントサイドメンバの車両幅方向外側に配置されると共に、車両前後方向に延在
し、且つ、前端が前記フロントサイドメンバの前端よりも車両前側に位置するエプロンメ
ンバと、
　前記フロントサイドメンバ及び前記エプロンメンバの車両前側に配置されると共に、車
両幅方向に延在し、且つ、車両幅方向外側部に、第一結合部と、前記第一結合部に対して
車両幅方向外側且つ車両後側に位置する第二結合部とを有するバンパリインフォースメン
トと、
　前記フロントサイドメンバの前端と前記エプロンメンバの前端とを連結する連結部材と
、
　前記フロントサイドメンバの前端の車両前側に設けられて前記連結部材と前記第一結合
部とを連結する内側エネルギ吸収部と、
　前記エプロンメンバの前端の車両前側に設けられて前記連結部材と前記第二結合部とを
連結する外側エネルギ吸収部と、
　を備えた車体前部構造。
【請求項２】
　前記エプロンメンバにおける車両前後方向中間部と前部との間の延長部は、車両前側に
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向かうに従って車両下側に向かっており、
　前記エプロンメンバの前記前部は、車両前後方向に延びる直線部とされている、
　請求項１に記載の車体前部構造。
【請求項３】
　前記延長部には、前記エプロンメンバを前側分割部及び後側分割部に分割する境界部が
形成されている、
　請求項２に記載の車体前部構造。
【請求項４】
　前記前側分割部は、前記後側分割部に比して低強度に形成されている、
　請求項３に記載の車体前部構造。
【請求項５】
　前記連結部材は、
　前記フロントサイドメンバの前端に結合された内側結合部と、
　前記内側結合部よりも車両前側に位置すると共に、前記エプロンメンバの前端に結合さ
れた外側結合部とを有し、
　前記直線部の後端は、前記内側結合部よりも車両後側に位置されている、
　請求項２～請求項４のいずれか一項に記載の車体前部構造。
【請求項６】
　前記延長部は、車両後側且つ車両下側に向けて凸を成すように湾曲されている、
　請求項２～請求項５のいずれか一項に記載の車体前部構造。
【請求項７】
　前記連結部材は、
　前記内側エネルギ吸収部の後端及び前記フロントサイドメンバの前端と結合された内側
結合部と、
　前記内側結合部よりも車両前側に位置すると共に、前記外側エネルギ吸収部の後端及び
前記エプロンメンバの前端と結合された外側結合部と、
　前記内側結合部と前記外側結合部とを連結する中央連結部とを有している、
　請求項１～請求項６のいずれか一項に記載の車体前部構造。
【請求項８】
　前記中央連結部は、車両幅方向内側に向かうに従って車両後側に向かうように傾斜され
ている、
　請求項７に記載の車体前部構造。
【請求項９】
　前記連結部材は、車両前後方向に分割された前側プレート及び後側プレートを有し、
　前記前側プレート及び前記後側プレートは、前記内側結合部及び前記外側結合部におい
て互いに重なり合うと共に、前記中央連結部において互いに離間されている、
　請求項８に記載の車体前部構造。
【請求項１０】
　前記外側エネルギ吸収部における車両幅方向外側の部分には、車両幅方向に並び、それ
ぞれ車両前後方向に延びる一対の稜線が形成され、
　前記エプロンメンバにおける車両幅方向外側の側壁部は、車両幅方向における前記一対
の稜線の間に位置されている、
　請求項１～請求項９のいずれか一項に記載の車体前部構造。
【請求項１１】
　前記内側エネルギ吸収部には、車両前後方向に延びる第一稜線と、前記第一稜線を跨い
で車両幅方向に延びる第一ビードとが形成され、
　前記外側エネルギ吸収部には、車両前後方向に延びる第二稜線と、前記第二稜線を跨い
で車両幅方向に延びる第二ビードとが形成され、
　前記第二ビードは、前記第一ビードよりも車両幅方向に沿った長さが長く形成されてい
る、
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　請求項１～請求項１０のいずれか一項に記載の車体前部構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車体前部構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、フロントサイドメンバと、フロントサイドメンバの車両幅方向外側に配置された
エプロンメンバと、フロントサイドメンバ及びエプロンメンバの車両前側に配置されたバ
ンパリインフォースメントとを備えた車体前部構造が知られている。バンパリインフォー
スメントの車両幅方向外側部は、車両幅方向外側に向かうに従って車両後側に向かうよう
に傾斜している。
【０００３】
　また、この車体前部構造のなかには、フロントサイドメンバの前端とエプロンメンバの
前端とを連結する連結部材と、フロントサイドメンバの前端の車両前側に設けられた内側
エネルギ吸収部と、エプロンメンバの前端の車両前側に設けられた外側エネルギ吸収部と
を備えたものがある（例えば、特許文献１，２参照）。内側エネルギ吸収部は、連結部材
とバンパリインフォースメントの車両幅方向外側部とを連結しており、外側エネルギ吸収
部は、連結部材とバンパリインフォースメントの車両幅方向外側部とを連結している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－８３４４８号公報
【特許文献２】特開２０１０－８３４５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このような車体前部構造において、内側エネルギ吸収部は、外側エネルギ吸収部に比べ
て全長が長い。このため、内側エネルギ吸収部及び外側エネルギ吸収部に車両前側から衝
突荷重が作用した場合に、内側エネルギ吸収部の潰れ残り量が多くなる可能性があり、そ
の結果、この内側エネルギ吸収部に対して車両幅方向に並ぶ外側エネルギ吸収部が潰れ残
る可能性がある。従って、外側エネルギ吸収部の潰れ残りを低減させて、衝突時のエネル
ギ吸収性能を向上させるためには、改善の余地がある。
【０００６】
　本発明は、上記事情を鑑みてなされたものであって、衝突時のエネルギ吸収性能を向上
させることができる車体前部構造を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記目的を達成するために、請求項１に記載の車体前部構造は、車体前部における車両
幅方向中央部よりも車両幅方向外側に配置されると共に、車両前後方向に延在するフロン
トサイドメンバと、前記フロントサイドメンバの車両幅方向外側に配置されると共に、車
両前後方向に延在し、且つ、前端が前記フロントサイドメンバの前端よりも車両前側に位
置するエプロンメンバと、前記フロントサイドメンバ及び前記エプロンメンバの車両前側
に配置されると共に、車両幅方向に延在し、且つ、車両幅方向外側部に、第一結合部と、
前記第一結合部に対して車両幅方向外側且つ車両後側に位置する第二結合部とを有するバ
ンパリインフォースメントと、前記フロントサイドメンバの前端と前記エプロンメンバの
前端とを連結する連結部材と、前記フロントサイドメンバの前端の車両前側に設けられて
前記連結部材と前記第一結合部とを連結する内側エネルギ吸収部と、前記エプロンメンバ
の前端の車両前側に設けられて前記連結部材と前記第二結合部とを連結する外側エネルギ
吸収部と、を備えている。
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【０００８】
　この車体前部構造によれば、フロントサイドメンバの車両幅方向外側に配置されたエプ
ロンメンバの前端は、フロントサイドメンバの前端よりも車両前側に位置している。従っ
て、内側エネルギ吸収部及び外側エネルギ吸収部に車両前側から衝突荷重が作用した場合
には、外側エネルギ吸収部を潰すことができる。これにより、外側エネルギ吸収部の潰れ
残りを低減することができるので、衝突時のエネルギ吸収性能を向上させることができる
。
【０００９】
　請求項２に記載の車体前部構造は、請求項１に記載の車体前部構造において、前記エプ
ロンメンバにおける車両前後方向中間部と前部との間の延長部が、車両前側に向かうに従
って車両下側に向かっており、前記エプロンメンバの前記前部が、車両前後方向に延びる
直線部とされたものである。
【００１０】
　この車体前部構造によれば、エプロンメンバにおける車両前後方向中間部と前部との間
の延長部が、車両前側に向かうに従って車両下側に向かっているが、エプロンメンバの前
部（前端を含む前端側の部分）は、車両前後方向に延びる直線部とされている。従って、
エプロンメンバの前端に車両前側から衝突荷重が作用した場合には、直線部において車両
前後方向に衝突荷重を受けることができる。
【００１１】
　請求項３に記載の車体前部構造は、請求項２に記載の車体前部構造において、前記延長
部に、前記エプロンメンバを前側分割部及び後側分割部に分割する境界部が形成されたも
のである。
【００１２】
　この車体前部構造によれば、延長部には、エプロンメンバを前側分割部及び後側分割部
に分割する境界部が形成されている。従って、例えば、エプロンメンバに車両前側から衝
突荷重が作用し、前側分割部のみが変形した場合には、この前側分割部のみを交換すれば
良い。これにより、エプロンメンバの修理性を向上させることができる。
【００１３】
　しかも、境界部は、延長部に形成されている。従って、エプロンメンバを前側分割部及
び後側分割部に適度な長さで分割することができるので、エプロンメンバがその全長に亘
って連続して形成されている場合に比して、エプロンメンバを容易に製造することができ
る。
【００１４】
　請求項４に記載の車体前部構造は、請求項３に記載の車体前部構造において、前記前側
分割部が、前記後側分割部に比して低強度に形成されたものである。
【００１５】
　この車体前部構造によれば、前側分割部は、後側分割部に比して低強度に形成されてい
る。従って、外側エネルギ吸収部に車両前側から衝突荷重が作用した場合には、この外側
エネルギ吸収部に加えて、前側分割部（低強度の部分）でも衝突時のエネルギを吸収する
ことができる。
 
【００１６】
　請求項５に記載の車体前部構造は、請求項２～請求項４のいずれか一項に記載の車体前
部構造において、前記連結部材が、前記フロントサイドメンバの前端に結合された内側結
合部と、前記内側結合部よりも車両前側に位置すると共に、前記エプロンメンバの前端に
結合された外側結合部とを有し、前記直線部の後端が、前記内側結合部よりも車両後側に
位置されたものである。
【００１７】
　この車体前部構造によれば、直線部の後端は、連結部材におけるフロントサイドメンバ
の前端との結合部である内側結合部よりも車両後側に位置されている。従って、この直線
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部によって車両前後方向への衝突荷重をより効果的に受けることができる。
【００１８】
　請求項６に記載の車体前部構造は、請求項２～請求項５のいずれか一項に記載の車体前
部構造において、前記延長部が、車両後側且つ車両下側に向けて凸を成すように湾曲され
たものである。
【００１９】
　この車体前部構造によれば、延長部は、車両後側且つ車両下側に向けて凸を成すように
湾曲されている。ここで、上述の通り、エプロンメンバの前端は、フロントサイドメンバ
の前端よりも車両前側に位置している。従って、例えば、エプロンメンバの前端がフロン
トサイドメンバの前端と同じ位置にある場合に比して、延長部の曲率半径を大きくするこ
とができる。これにより、エプロンメンバの前端に車両前側から衝突荷重が作用した場合
に延長部に集中する応力を低減することができる。
【００２０】
　請求項７に記載の車体前部構造は、請求項１～請求項６のいずれか一項に記載の車体前
部構造において、前記連結部材が、前記内側エネルギ吸収部の後端及び前記フロントサイ
ドメンバの前端と結合された内側結合部と、前記内側結合部よりも車両前側に位置すると
共に、前記外側エネルギ吸収部の後端及び前記エプロンメンバの前端と結合された外側結
合部と、前記内側結合部と前記外側結合部とを連結する中央連結部とを有するものである
。
【００２１】
　この車体前部構造によれば、連結部材は、フロントサイドメンバの前端に結合された内
側結合部と、エプロンメンバの前端に結合された外側結合部と、内側結合部と外側結合部
とを連結する中央連結部とを有している。従って、例えば、微小ラップ衝突又は斜突のよ
うに、エプロンメンバと車両幅方向にオーバラップする範囲で衝突体からバンパリインフ
ォースメントの車両幅方向外側部に衝突荷重が入力された場合には、外側エネルギ吸収部
を介して外側結合部に伝達された衝突荷重を、中央連結部を介して内側結合部に伝達させ
ることができる。この結果、エプロンメンバと車両幅方向にオーバラップする範囲でバン
パリインフォースメントの車両幅方向外側部に入力された衝突荷重を、エプロンメンバ及
びフロントサイドメンバに分散させることができる。
【００２２】
　しかも、外側結合部は、内側結合部よりも車両前側に位置している。従って、外側エネ
ルギ吸収部を介して外側結合部に伝達された衝突荷重を、中央連結部を介して内側結合部
に効率良く伝達させることができる。
【００２３】
　請求項８に記載の車体前部構造は、請求項７に記載の車体前部構造において、前記中央
連結部が、車両幅方向内側に向かうに従って車両後側に向かうように傾斜されたものであ
る。
【００２４】
　この車体前部構造によれば、中央連結部は、車両幅方向内側に向かうに従って車両後側
に向かうように傾斜されている。従って、外側エネルギ吸収部を介して外側結合部に伝達
された衝突荷重を、中央連結部を介して内側結合部により効率良く伝達させることができ
る。
【００２５】
　請求項９に記載の車体前部構造は、請求項８に記載の車体前部構造において、前記連結
部材が、車両前後方向に分割された前側プレート及び後側プレートを有し、前記前側プレ
ート及び前記後側プレートが、前記内側結合部及び前記外側結合部において互いに重なり
合うと共に、前記中央連結部において互いに離間されたものである。
【００２６】
　この車体前部構造によれば、連結部材における前側プレート及び後側プレートは、内側
結合部及び前記外側結合部において互いに重なり合っているが、この前側プレート及び後
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側プレートは、中央連結部においては、互いに離間されている。従って、前側プレート及
び後側プレートの組付時（前側プレート及び後側プレートを、内側結合部及び外側結合部
において互いに重なり合わせる際）に、この前側プレート及び後側プレートが中央連結部
において干渉することを抑制することができる。これにより、前側プレート及び後側プレ
ートの組立性を向上させることができる。
【００２７】
　請求項１０に記載の車体前部構造は、請求項１～請求項９のいずれか一項に記載の車体
前部構造において、前記外側エネルギ吸収部における車両幅方向外側の部分に、車両幅方
向に並び、それぞれ車両前後方向に延びる一対の稜線が形成され、前記エプロンメンバに
おける車両幅方向外側の側壁部が、車両幅方向における前記一対の稜線の間に位置された
ものである。
【００２８】
　この車体前部構造によれば、外側エネルギ吸収部における車両幅方向外側の部分には、
車両幅方向に並び、それぞれ車両前後方向に延びる一対の稜線が形成されており、エプロ
ンメンバにおける車両幅方向外側の側壁部は、車両幅方向における一対の稜線の間に位置
されている。従って、外側エネルギ吸収部に作用した衝突荷重を、一対の稜線を介してエ
プロンメンバの側壁部に効率良く伝達することができる。
【００２９】
　請求項１１に記載の車体前部構造は、請求項１～請求項１０のいずれか一項に記載の車
体前部構造において、前記内側エネルギ吸収部に、車両前後方向に延びる第一稜線と、前
記第一稜線を跨いで車両幅方向に延びる第一ビードとが形成され、前記外側エネルギ吸収
部に、車両前後方向に延びる第二稜線と、前記第二稜線を跨いで車両幅方向に延びる第二
ビードとが形成され、前記第二ビードが、前記第一ビードよりも車両幅方向に沿った長さ
が長く形成されたものである。
【００３０】
　この車体前部構造によれば、外側エネルギ吸収部に形成された車両幅方向に延びる第二
ビードは、内側エネルギ吸収部に形成された車両幅方向に延びる第一ビードよりも車両幅
方向に沿った長さが長く形成されている。従って、外側エネルギ吸収部に車両前側から衝
突荷重が作用した場合には、外側エネルギ吸収部をより潰すことができる。
【発明の効果】
【００３１】
　以上詳述したように、本発明によれば、衝突時のエネルギ吸収性能を向上させることが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明の一実施形態に係る車体前部構造の平面図である。
【図２】図１に示される車体前部構造の一部断面を含む側面図である。
【図３】図１に示される車体前部構造の斜視図である。
【図４】図１に示される車体前部構造に設けられたクラッシュボックスの正面断面図であ
る。
【図５】本発明の一実施形態に係る車体前部構造のオフセット衝突時の変形の様子を説明
する図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る車体前部構造の微小ラップ衝突又は斜突時の変形状態
を示す平面図である。
【図７】本発明の一実施形態に係る車体前部構造の前面衝突時の変形状態を示す平面図で
ある。
【図８】本発明の一実施形態に係る車体前部構造の第一変形例を示す側面図である。
【図９】図８に示される車体前部構造の微小ラップ衝突又は斜突時の変形状態を示す平面
図である。
【図１０】本発明の一実施形態に係る車体前部構造の第二変形例を示す側面図である。
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【図１１】本発明の一実施形態に係る車体前部構造の第三変形例を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　以下、図面を参照しながら、本発明の一実施形態について説明する。
【００３４】
　なお、各図において示される矢印ＵＰ、矢印ＦＲ、矢印ＯＵＴは、車両上下方向上側、
車両前後方向前側、車両幅方向外側（車両右側）をそれぞれ示している。
【００３５】
　図１～図３に示されるように、本発明の一実施形態に係る車体前部構造１０は、フロン
トサイドメンバ２０と、エプロンメンバ４０と、バンパリインフォースメント６０と、連
結部材７０と、クラッシュボックス９０とを備えている。この車体前部構造１０は、車両
幅方向中央部を中心に左右対称に形成されている。以下では、車体前部構造１０の車両右
側の構成について説明し、車体前部構造１０の車両左側の構成について説明を省略する。
【００３６】
　フロントサイドメンバ２０は、車体前部における車両幅方向中央部よりも車両幅方向外
側に配置されると共に、車両前後方向に延在されている。このフロントサイドメンバ２０
は、車両幅方向に分割されたフロントサイドメンバインナ２１及びフロントサイドメンバ
アウタ３１によって構成されている。
【００３７】
　フロントサイドメンバインナ２１は、車両幅方向外側に開口する断面ハット状に形成さ
れている。すなわち、このフロントサイドメンバインナ２１は、図２，図３に示されるよ
うに、上壁部２２、下壁部２３、側壁部２４、上フランジ２５、及び、下フランジ２６を
有している。上壁部２２及び下壁部２３は、車両上下方向に対向しており、側壁部２４は
、上壁部２２及び下壁部２３における車両幅方向内側の端部を連結している。上フランジ
２５は、上壁部２２における車両幅方向外側の端部から車両上側に突出しており、下フラ
ンジ２６は、下壁部２３における車両幅方向外側の端部から車両下側に突出している。
【００３８】
　フロントサイドメンバアウタ３１は、車両幅方向を板厚方向とする平板状に形成されて
いる。このフロントサイドメンバアウタ３１の上端部３５は、フロントサイドメンバイン
ナ２１の上フランジ２５と結合されており、フロントサイドメンバアウタ３１の下端部３
６は、フロントサイドメンバインナ２１の下フランジ２６と結合されている。そして、こ
のようにしてフロントサイドメンバインナ２１及びフロントサイドメンバアウタ３１が互
いに結合されることにより、フロントサイドメンバ２０の長手方向と直交する方向に沿っ
た断面は、閉断面状を成している。
【００３９】
　エプロンメンバ４０は、フロントサイドメンバ２０の車両幅方向外側に配置されると共
に、車両前後方向に延在されている。このエプロンメンバ４０は、車両上下方向に分割さ
れたエプロンメンバアッパ４１及びエプロンメンバロア５１によって構成されている。
【００４０】
　エプロンメンバアッパ４１は、図３に示されるように、側壁部４２、上壁部４４、内フ
ランジ４５、及び、外フランジ４６を有している。側壁部４２は、エプロンメンバアッパ
４１における車両幅方向内側の側壁を構成しており、上壁部４４における車両幅方向内側
の端部は、側壁部４２における車両上側の端部と接続されている。内フランジ４５は、側
壁部４２における車両下側の端部から車両幅方向内側に突出しており、外フランジ４６は
、上壁部４４における車両幅方向外側の端部から車両幅方向外側に突出している。
【００４１】
　一方、エプロンメンバロア５１は、側壁部５３、下壁部５４、内フランジ５５、及び、
外フランジ５６を有している。側壁部５３は、エプロンメンバロア５１における車両幅方
向外側の側壁を構成しており、下壁部５４における車両幅方向外側の端部は、側壁部５３
における車両下側の端部と接続されている。内フランジ５５は、下壁部５４における車両
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幅方向内側の端部から車両幅方向内側に突出しており、外フランジ５６は、側壁部５３に
おける車両上側の端部から車両幅方向外側に突出している。内フランジ５５は、エプロン
メンバアッパ４１の内フランジ４５と結合されており、外フランジ５６は、エプロンメン
バアッパ４１の外フランジ４６と結合されている。そして、このようにしてエプロンメン
バアッパ４１及びエプロンメンバロア５１が互いに結合されることにより、エプロンメン
バ４０の長手方向と直交する方向に沿った断面は、閉断面状を成している。
【００４２】
　また、図１に示されるように、エプロンメンバ４０における前端４０Ａを含む前端側の
部分（前部）は、車両前後方向に延びる直線部４０Ｂとされている（図２も参照）。この
エプロンメンバ４０の前部である直線部４０Ｂは、車両前側に向けて延出されており、エ
プロンメンバ４０の前端４０Ａは、フロントサイドメンバ２０の前端２０Ａよりも車両前
側に位置されている。一方、図２に示されるように、エプロンメンバ４０における車両前
後方向中間部４０Ｃと直線部４０Ｂとの間の部分は、車両前側に向かうに従って車両下側
に向かう延長部４０Ｄとされている。この延長部４０Ｄは、車両前側且つ車両上側に向け
て凸を成すように湾曲されている。
【００４３】
　なお、エプロンメンバ４０における車両前後方向中間部４０Ｃよりも車両後側の部分４
０Ｅは、車両前後方向に延びる直線状に形成されている。特に図示しないが、エプロンメ
ンバ４０の後端は、フロントピラーに結合されている。
【００４４】
　バンパリインフォースメント６０は、図示しないバンパカバーを支持するものであり、
フロントサイドメンバ２０及びエプロンメンバ４０の車両前側に配置されると共に、車両
幅方向に延在されている。図３に示されるように、このバンパリインフォースメント６０
の車両幅方向外側部６０Ａ（車両幅方向外側の部分）は、車両幅方向外側に向かうに従っ
て車両後側に向かうように傾斜されており、第一結合部６０Ａ１と、この第一結合部６０
Ａ１に対して車両幅方向外側且つ車両後側に位置する第二結合部６０Ａ２とを有している
（図１も参照）。このバンパリインフォースメント６０は、車両後側に開口する断面Ｃ字
状に形成されている。つまり、このバンパリインフォースメント６０は、車両上下方向に
対向する上壁部６２及び下壁部６３と、この上壁部６２及び下壁部６３における車両前側
の端部を連結する前壁部６４とを有している。
【００４５】
　連結部材７０は、図１に示されるフロントサイドメンバ２０の前端２０Ａとエプロンメ
ンバ４０の前端４０Ａとを連結するものであり、車両前後方向に分割された前側プレート
７１及び後側プレート８１を有して構成されている。この前側プレート７１及び後側プレ
ート８１は、車両前後方向を板厚方向として配置されている。前側プレート７１は、内側
結合部７２、外側結合部７３、及び、中央連結部７４を有しており、後側プレート８１は
、内側結合部８２、外側結合部８３、及び、中央連結部８４を有している。
【００４６】
　前側プレート７１の内側結合部７２は、後述するクラッシュボックス９０のうちのクラ
ッシュボックスインナ１０１の後端と結合されており、前側プレート７１の外側結合部７
３は、後述するクラッシュボックス９０のうちのクラッシュボックスアウタ１１１の後端
と結合されている。中央連結部７４は、内側結合部７２における車両幅方向外側の端部と
外側結合部７３における車両幅方向内側の端部とを連結している。
【００４７】
　一方、後側プレート８１の内側結合部８２は、フロントサイドメンバ２０の前端２０Ａ
と結合されており、後側プレート８１の外側結合部８３は、エプロンメンバ４０の前端４
０Ａと結合されている。より具体的には、フロントサイドメンバ２０の前端２０Ａには、
車両前後方向を板厚方向とする図示しないフランジが形成されており、内側結合部８２は
、この図示しないフランジと結合されている。同様に、エプロンメンバ４０の前端４０Ａ
には、車両前後方向を板厚方向とする図示しないフランジが形成されており、外側結合部
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８３は、この図示しないフランジと結合されている。中央連結部８４は、内側結合部８２
における車両幅方向外側の端部と外側結合部８３における車両幅方向内側の端部とを連結
している。
【００４８】
　後側プレート８１の内側結合部８２及び外側結合部８３には、複数のウェルドナット８
５が固定されている。また、前側プレート７１の内側結合部７２及び外側結合部７３には
、複数のウェルドナット８５の各々と同軸上に図示しない貫通孔がそれぞれ形成されてい
る。そして、この複数の貫通孔に車両前側からボルト７５が挿通されると共に、このボル
ト７５がウェルドナット８５に螺入されることにより、前側プレート７１の内側結合部７
２及び外側結合部７３は、後側プレート８１の内側結合部８２及び外側結合部８３に結合
されている。
【００４９】
　また、上述の如くエプロンメンバ４０の前端４０Ａがフロントサイドメンバ２０の前端
２０Ａよりも車両前側に位置されていることに対応して、外側結合部７３，８３は、内側
結合部７２，８２よりも車両前側に位置されている。さらに、このように外側結合部７３
，８３及び内側結合部７２，８２が車両前後方向にずれて配置されたことに対応して、中
央連結部７４，８４は、車両幅方向内側に向かうに従って車両後側に向かうように傾斜さ
れている。
【００５０】
　また、前側プレート７１の内側結合部７２における車両幅方向外側の端部は、後側プレ
ート８１の内側結合部８２における車両幅方向外側の端部よりも車両幅方向内側に位置さ
れている。同様に、前側プレート７１の外側結合部７３における車両幅方向内側の端部は
、後側プレート８１の外側結合部８３における車両幅方向内側の端部よりも車両幅方向内
側に位置されている。そして、このように内側結合部７２，８２の端部同士、及び、外側
結合部７３，８３の端部同士が互いに車両幅方向にずれることにより、前側プレート７１
の中央連結部７４と後側プレート８１の中央連結部８４との間には、隙間８６が形成され
ている。つまり、前側プレート７１及び後側プレート８１は、内側結合部７２，８２及び
外側結合部７３，８３においては互いに重なり合っているが、中央連結部７４，８４にお
いては互いに離間されている。
【００５１】
　また、この前側プレート７１及び後側プレート８１の内側結合部７２，８２よりも車両
後側に上述の直線部４０Ｂの後端４０Ｂ１が位置されるように、この直線部４０Ｂの長さ
や、フロントサイドメンバ２０の前端２０Ａとエプロンメンバ４０の前端４０Ａとの間の
車両前後方向に沿ったオフセット量Ｌ１がそれぞれ設定されている。
【００５２】
　クラッシュボックス９０は、バンパリインフォースメント６０と連結部材７０との間に
配置されている。このクラッシュボックス９０は、取付部９１と、内側エネルギ吸収部と
してのクラッシュボックスインナ１０１と、外側エネルギ吸収部としてのクラッシュボッ
クスアウタ１１１と、クラッシュボックスセンタ１２１とを有して構成されている。
【００５３】
　取付部９１は、バンパリインフォースメント６０の車両幅方向外側部６０Ａに沿って延
びている。この取付部９１は、図２に示されるように、車両上下方向に対向する上フラン
ジ９２及び下フランジ９３と、この上フランジ９２及び下フランジ９３における車両前側
の端部を連結する前壁部９４とを有している。このクラッシュボックス９０は、断面Ｃ字
状に形成されたバンパリインフォースメント６０の車両幅方向外側部６０Ａの内側に配置
されており、上フランジ９２及び下フランジ９３は、バンパリインフォースメント６０の
上壁部６２及び下壁部６３と結合されている。また、取付部９１の前壁部９４は、バンパ
リインフォースメント６０の前壁部６４に対して車両後側に離間されている。そして、こ
のバンパリインフォースメント６０及び取付部９１は、閉断面９５を形成している。
【００５４】
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　クラッシュボックスインナ１０１は、図１に示されるように、フロントサイドメンバ２
０の前端２０Ａの車両前側にフロントサイドメンバ２０の前端２０Ａと同軸上に設けられ
ている。このクラッシュボックスインナ１０１は、図４に示されるように、車両幅方向外
側に開口する断面Ｃ字状に形成されている。つまり、このクラッシュボックスインナ１０
１は、上壁部１０２、下壁部１０３、側壁部１０４、及び、傾斜壁部１０５，１０６を有
している。上壁部１０２及び下壁部１０３は、車両上下方向に対向している。上側の傾斜
壁部１０５は、上壁部１０２における車両幅方向内側の端部と側壁部１０４における車両
上側の端部とを連結しており、下側の傾斜壁部１０６は、下壁部１０３における車両幅方
向内側の端部と側壁部１０４における車両下側の端部とを連結している。
【００５５】
　このクラッシュボックスインナ１０１の前端は、図１に示されるように、上述の取付部
９１に結合されており、クラッシュボックスインナ１０１の後端は、上述の如く前側プレ
ート７１の内側結合部７２と結合されている。そして、このようにクラッシュボックスイ
ンナ１０１の前端及び後端が取付部９１及び前側プレート７１にそれぞれ結合されること
により、クラッシュボックスインナ１０１は、フロントサイドメンバ２０の前端２０Ａの
車両前側において連結部材７０とバンパリインフォースメント６０の車両幅方向外側部６
０Ａ（第一結合部６０Ａ１）とを連結している。
【００５６】
　クラッシュボックスアウタ１１１は、エプロンメンバ４０の前端４０Ａの車両前側にエ
プロンメンバ４０の前端４０Ａと同軸上に設けられている。このクラッシュボックスアウ
タ１１１は、図４に示されるように、車両幅方向内側に開口する断面Ｃ字状に形成されて
いる。つまり、このクラッシュボックスアウタ１１１は、上壁部１１２、下壁部１１３、
側壁部１１４、及び、傾斜壁部１１５，１１６を有している。上壁部１１２及び下壁部１
１３は、車両上下方向に対向している。上側の傾斜壁部１１５は、上壁部１１２における
車両幅方向外側の端部と側壁部１１４における車両上側の端部とを連結しており、下側の
傾斜壁部１１６は、下壁部１１３における車両幅方向外側の端部と側壁部１１４における
車両下側の端部とを連結している。
【００５７】
　このクラッシュボックスアウタ１１１の前端は、図１に示されるように、上述の取付部
９１に結合されており、クラッシュボックスアウタ１１１の後端は、上述の如く前側プレ
ート７１の外側結合部７３と結合されている。そして、このようにクラッシュボックスア
ウタ１１１の前端及び後端が取付部９１及び前側プレート７１にそれぞれ結合されること
により、クラッシュボックスアウタ１１１は、エプロンメンバ４０の前端４０Ａの車両前
側において連結部材７０とバンパリインフォースメント６０の車両幅方向外側部６０Ａ（
第二結合部６０Ａ２）とを連結している。
【００５８】
　クラッシュボックスセンタ１２１は、図４に示されるように、車両上下方向に対向する
上フランジ１２２及び下フランジ１２３と、この上フランジ１２２及び下フランジ１２３
における車両幅方向内側の端部を連結する縦壁部１２４とを有している。このクラッシュ
ボックスセンタ１２１は、上述のクラッシュボックスインナ１０１及びクラッシュボック
スアウタ１１１の内側に配置されている。
【００５９】
　そして、上フランジ１２２、クラッシュボックスインナ１０１の上壁部１０２における
車両幅方向外側の端部、及び、クラッシュボックスアウタ１１１の上壁部１１２における
車両幅方向内側の端部は、車両上下方向に重ね合わされた状態で結合されている。同様に
、下フランジ１２３、クラッシュボックスインナ１０１の下壁部１０３における車両幅方
向外側の端部、クラッシュボックスアウタ１１１の下壁部１１３における車両幅方向内側
の端部は、車両上下方向に重ね合わされた状態で結合されている。縦壁部１２４は、図１
に示されるように、フロントサイドメンバ２０における車両幅方向内側の側壁部（フロン
トサイドメンバアウタ３１）と車両幅方向に同じ位置に配置されている。
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【００６０】
　また、上述のクラッシュボックスインナ１０１における車両幅方向内側の部分（すなわ
ち、上壁部１０２と傾斜壁部１０５との接続部、及び、傾斜壁部１０５と側壁部１０４と
の接続部）には、車両前後方向に延びる第一稜線としての一対の稜線１３１，１３２がそ
れぞれ形成されている。また、このクラッシュボックスインナ１０１の上壁部１０２及び
傾斜壁部１０５には、上述の一対の稜線１３１，１３２のうち車両幅方向外側の稜線１３
１を跨いで車両幅方向に延びる第一ビードとしての複数のビード１３３，１３４がそれぞ
れ形成されている。
【００６１】
　この複数のビード１３３，１３４のうち一方のビード１３３は、上述の一対の稜線１３
１，１３２のうち車両幅方向内側の稜線１３２とは交わっていないが、他方のビード１３
４は、上述の一対の稜線１３１，１３２のうち車両幅方向内側の稜線１３２と交わってい
る。また、側壁部１０４には、車両上下方向に延びると共に稜線１３２と交わる複数のビ
ード１３５が形成されている。なお、このクラッシュボックスインナ１０１は、車両上下
方向に対称に形成されており、下壁部１０３及び傾斜壁部１０６（図４参照）には、上述
の一対の稜線１３１，１３２及び複数のビード１３３，１３４と同様のものがそれぞれ形
成されている。
【００６２】
　一方、クラッシュボックスアウタ１１１における車両幅方向外側の部分（すなわち、上
壁部１１２と傾斜壁部１１５との接続部、及び、傾斜壁部１１５と側壁部１１４との接続
部）には、車両前後方向に延びる第二稜線としての一対の稜線１４１，１４２がそれぞれ
形成されている。上述のエプロンメンバ４０における車両幅方向外側の側壁部５３は、車
両幅方向における一対の稜線１４１，１４２の間に位置されている。また、クラッシュボ
ックスアウタ１１１の上壁部１１２及び傾斜壁部１１５には、上述の一対の稜線１４１，
１４２のうち車両幅方向内側の稜線１４１を跨いで車両幅方向に延びる第二ビードとして
の複数のビード１４３，１４４がそれぞれ形成されている。
【００６３】
　この複数のビード１４３，１４４のうち一方のビード１４３は、上述の一対の稜線１４
１，１４２のうち車両幅方向外側の稜線１４２とは交わっていないが、他方のビード１４
４は、上述の一対の稜線１４１，１４２のうち車両幅方向外側の稜線１４２と交わってい
る。このクラッシュボックスアウタ１１１に形成されたビード１４３は、クラッシュボッ
クスインナ１０１に形成されたビード１３３よりも車両幅方向に沿った長さが長く形成さ
れている。同様に、クラッシュボックスアウタ１１１に形成されたビード１４４は、クラ
ッシュボックスインナ１０１に形成されたビード１３４よりも車両幅方向に沿った長さが
長く形成されている。
【００６４】
　また、側壁部１１４には、車両上下方向に延びると共に稜線１４２と交わる複数のビー
ド１４５が形成されている。なお、このクラッシュボックスアウタ１１１は、車両上下方
向に対称に形成されており、下壁部１１３及び傾斜壁部１１６（図４参照）には、上述の
一対の稜線１４１，１４２及び複数のビード１４３，１４４と同様のものがそれぞれ形成
されている。
【００６５】
　また、図１に示されるように、この車体前部構造１０において、フロントサイドメンバ
２０の前端２０Ａとエプロンメンバ４０の前端４０Ａとの間の車両前後方向に沿ったオフ
セット量Ｌ１は、以下のように設定されている。つまり、この車体前部構造１０において
、第一交点Ｐ１、第二交点Ｐ２、第一仮想中心線Ｃ１、及び、第二仮想中心線Ｃ２を定義
する。第一仮想中心線Ｃ１は、クラッシュボックスインナ１０１の車両幅方向中央部を通
り車両前後方向に延びる中心線であり、第一交点Ｐ１は、第一仮想中心線Ｃ１とバンパリ
インフォースメント６０の前壁部６４との交点である。また、第二仮想中心線Ｃ２は、ク
ラッシュボックスアウタ１１１の車両幅方向中央部を通り車両前後方向に延びる中心線で
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あり、第二交点Ｐ２は、第二仮想中心線Ｃ２とバンパリインフォースメント６０の前壁部
６４との交点である。
【００６６】
　そして、この車体前部構造１０においては、各部の寸法が適宜設定されることにより、
フロントサイドメンバ２０の前端２０Ａとエプロンメンバ４０の前端４０Ａとの間の車両
前後方向に沿ったオフセット量Ｌ１は、上述の第一交点Ｐ１と第二交点Ｐ２との間の車両
前後方向に沿ったオフセット量Ｌ２よりも小さく設定されている。
【００６７】
　次に、本発明の一実施形態の作用及び効果について説明する。
【００６８】
　図５に示されるように、例えば、オフセット衝突や微小ラップ衝突等において、バンパ
リインフォースメント６０の車両幅方向外側部６０Ａに衝突体２００が衝突した場合には
、クラッシュボックスインナ１０１及びクラッシュボックスアウタ１１１に車両前側から
衝突荷重が作用する。ここで、クラッシュボックスインナ１０１は、クラッシュボックス
アウタ１１１に比べて全長が長い。このため、クラッシュボックスインナ１０１及びクラ
ッシュボックスアウタ１１１に車両前側から衝突荷重が作用した場合には、クラッシュボ
ックスインナ１０１の潰れ残り量が多くなる可能性があり、その結果、このクラッシュボ
ックスインナ１０１に対して車両幅方向に並ぶクラッシュボックスアウタ１１１が潰れ残
る可能性がある。
【００６９】
　ところが、本発明の一実施形態に係る車体前部構造１０によれば、フロントサイドメン
バ２０の車両幅方向外側に配置されたエプロンメンバ４０の前端４０Ａは、フロントサイ
ドメンバ２０の前端２０Ａよりも車両前側に位置している。従って、クラッシュボックス
インナ１０１及びクラッシュボックスアウタ１１１に車両前側から衝突荷重が作用した場
合には、クラッシュボックスアウタ１１１を潰すことができる。これにより、クラッシュ
ボックスアウタ１１１の潰れ残りを低減することができるので、衝突時のエネルギ吸収性
能を向上させることができる。
【００７０】
　また、エプロンメンバ４０の前端４０Ａを含む前端側の部分（前部）は、車両前後方向
に延びる直線部４０Ｂとされている。従って、エプロンメンバ４０の前端４０Ａに車両前
側から衝突荷重が作用した場合には、直線部４０Ｂにおいて車両前後方向に衝突荷重を受
けることができる。
【００７１】
　また、直線部４０Ｂの後端４０Ｂ１は、連結部材７０におけるフロントサイドメンバ２
０の前端２０Ａとの結合部である内側結合部７２，８２よりも車両後側に位置されている
。従って、この直線部４０Ｂによって車両前後方向への衝突荷重をより効果的に受けるこ
とができる。
【００７２】
　また、連結部材７０は、フロントサイドメンバ２０の前端２０Ａに結合された内側結合
部７２，８２と、エプロンメンバ４０の前端４０Ａに結合された外側結合部７３，８３と
、内側結合部７２，８２と外側結合部７３，８３とを連結する中央連結部７４，８４とを
有している。従って、図６に示される如く、例えば、微小ラップ衝突又は斜突のように、
エプロンメンバ４０と車両幅方向にオーバラップする範囲で衝突体２００からバンパリイ
ンフォースメント６０の車両幅方向外側部６０Ａに衝突荷重が入力された場合には、クラ
ッシュボックスアウタ１１１を介して外側結合部７３，８３に伝達された衝突荷重を、中
央連結部７４，８４を介して内側結合部７２，８２に伝達させることができる。この結果
、エプロンメンバ４０と車両幅方向にオーバラップする範囲でバンパリインフォースメン
ト６０の車両幅方向外側部６０Ａに入力された衝突荷重を、エプロンメンバ４０及びフロ
ントサイドメンバ２０に分散させることができる。
【００７３】
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　しかも、外側結合部７３，８３は、内側結合部７２，８２よりも車両前側に位置してい
る。従って、クラッシュボックスアウタ１１１を介して外側結合部７３，８３に伝達され
た衝突荷重を、中央連結部７４，８４を介して内側結合部７２，８２に効率良く伝達させ
ることができる。
【００７４】
　また、中央連結部７４，８４は、車両幅方向内側に向かうに従って車両後側に向かうよ
うに傾斜されている。従って、クラッシュボックスアウタ１１１を介して外側結合部７３
，８３に伝達された衝突荷重を、中央連結部７４，８４を介して内側結合部７２，８２に
より効率良く伝達させることができる。
【００７５】
　また、図１に示されるように、連結部材７０における前側プレート７１及び後側プレー
ト８１は、内側結合部７２，８２及び外側結合部７３，８３において互いに重なり合って
いるが、この前側プレート７１及び後側プレート８１は、中央連結部７４，８４において
は、互いに離間されている。従って、前側プレート７１及び後側プレート８１の組付時（
前側プレート７１及び後側プレート８１を、内側結合部７２，８２及び外側結合部７３，
８３において互いに重なり合わせる際）に、この前側プレート７１及び後側プレート８１
が中央連結部７４，８４において干渉することを抑制することができる。これにより、前
側プレート７１及び後側プレート８１の組立性を向上させることができる。
【００７６】
　また、フロントサイドメンバ２０の前端２０Ａとエプロンメンバ４０の前端４０Ａとの
間の車両前後方向に沿ったオフセット量Ｌ１は、上述の第一交点Ｐ１と第二交点Ｐ２との
間の車両前後方向に沿ったオフセット量Ｌ２よりも小さく設定されている。従って、クラ
ッシュボックスアウタ１１１の全長を確保することができるので、クラッシュボックスア
ウタ１１１におけるエネルギ吸収性を確保することができる。
【００７７】
　また、クラッシュボックスアウタ１１１における車両幅方向外側の部分には、車両幅方
向に並び、それぞれ車両前後方向に延びる一対の稜線１４１，１４２が形成されており、
エプロンメンバ４０における車両幅方向外側の側壁部５３（図３参照）は、車両幅方向に
おける一対の稜線１４１，１４２の間に位置されている。従って、クラッシュボックスア
ウタ１１１に作用した衝突荷重を、一対の稜線１４１，１４２を介してエプロンメンバ４
０の側壁部５３に効率良く伝達することができる。
【００７８】
　また、クラッシュボックスアウタ１１１に形成された車両幅方向に延びるビード１４３
（第二ビード）は、このビード１４３に対応してクラッシュボックスインナ１０１に形成
されたビード１３３（第一ビード）よりも車両幅方向に沿った長さが長く形成されている
。同様に、クラッシュボックスアウタ１１１に形成された車両幅方向に延びるビード１４
４（第二ビード）は、このビード１４４に対応してクラッシュボックスインナ１０１に形
成されたビード１３４（第一ビード）よりも車両幅方向に沿った長さが長く形成されてい
る。従って、クラッシュボックスアウタ１１１に車両前側から衝突荷重が作用した場合に
は、クラッシュボックスアウタ１１１をより潰すことができる。
【００７９】
　また、この車体前部構造１０では、上述の如く、エプロンメンバ４０の前端４０Ａがフ
ロントサイドメンバ２０の前端２０Ａよりも車両前側に位置している。従って、図６に示
される如く、例えば、微小ラップ衝突又は斜突のように、エプロンメンバ４０と車両幅方
向にオーバラップする範囲で衝突体２００からバンパリインフォースメント６０の車両幅
方向外側部６０Ａに衝突荷重が入力された場合でも、エプロンメンバ４０の前端４０Ａに
発生する荷重（反力）の立ち上がりを早めることができる。
【００８０】
　しかも、図７に示される如く、衝突体２００からバンパリインフォースメント６０の車
両幅方向外側部６０Ａに対して車両幅方向外側且つ車両後側へ衝突荷重Ｆが入力された場
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合でも、クラッシュボックスインナ１０１及びクラッシュボックスアウタ１１１の倒れを
抑制することができる。これにより、クラッシュボックスインナ１０１及びクラッシュボ
ックスアウタ１１１を安定して潰すことができる。
【００８１】
　次に、本発明の一実施形態の変形例について説明する。
【００８２】
　本発明の一実施形態では、バンパリインフォースメント６０の車両幅方向外側部６０Ａ
が、車両幅方向外側に向かうに従って車両後側に向かうように傾斜されることで、車両幅
方向外側部６０Ａに第一結合部６０Ａ１及び第二結合部６０Ａが形成されていた。しかし
ながら、例えば、車両幅方向外側部６０Ａが段差状に形成されることにより、第一結合部
６０Ａ１及び第二結合部６０Ａが形成されても良い。
【００８３】
　また、エプロンメンバ４０は、その全長に亘って連続して形成されていた。しかしなが
ら、図８に示されるように、延長部４０Ｄには、エプロンメンバ４０を前側分割部１５１
及び後側分割部１５２に分割する境界部１５３が形成されていても良い。このように構成
されていると、例えば、エプロンメンバ４０に車両前側から衝突荷重が作用し、前側分割
部１５１のみが変形した場合には、この前側分割部１５１のみを交換すれば良い。これに
より、エプロンメンバ４０の修理性を向上させることができる。
【００８４】
　しかも、境界部１５３が延長部４０Ｄに形成されていると、エプロンメンバ４０を前側
分割部１５１及び後側分割部１５２に適度な長さで分割することができる。これにより、
エプロンメンバ４０がその全長に亘って連続して形成されている場合に比して、エプロン
メンバ４０を容易に製造することができる。
【００８５】
　なお、エプロンメンバ４０の延長部４０Ｄに境界部１５３が形成されている場合に、エ
プロンメンバ４０の前側分割部１５１は、車両前後方向に延びる直線部４０Ｂとされてい
ても良い。このように、境界部１５３が延長部４０Ｄに形成され、直線部４０Ｂがその全
長に亘って連続して形成していると、直線部４０Ｂにおいて車両前後方向への衝突荷重を
効率良く受けることができる。
【００８６】
　また、エプロンメンバ４０の延長部４０Ｄに境界部１５３が形成されている場合に、前
側分割部１５１は、後側分割部１５２に比して低強度に形成されていても良い。このよう
に前側分割部１５１を後側分割部１５２に比して低強度に形成する例としては、例えば、
後側分割部１５２と同一材料により形成された前側分割部１５１の板厚を後側分割部１５
２の板厚よりも薄くしたり、前側分割部１５１を後側分割部１５２よりも低強度の材料に
より形成したりすることが挙げられる。このように構成されていると、図９に示されるよ
うに、衝突体２００からの衝突荷重がクラッシュボックスアウタ１１１に作用した場合に
は、このクラッシュボックスアウタ１１１に加えて、前側分割部１５１（低強度の部分）
でも衝突時のエネルギを吸収することができる。
【００８７】
　また、本発明の一実施形態において、延長部４０Ｄは、エプロンメンバ４０における車
両前後方向中間部４０Ｃと直線部４０Ｂ（前部）との間に形成されていた（図２参照）。
しかしながら、エプロンメンバ４０における車両前後方向中間部４０Ｃと前端４０Ａとの
間の部分が、車両前側に向かうに従って車両下側に向かう延長部４０Ｄとされていても良
い（直線部４０Ｂが省かれても良い）。このように構成されていると、エプロンメンバ４
０の前端４０Ａに車両前側から衝突荷重が作用した場合には、この衝突荷重を最短距離で
延長部４０Ｄに伝達することができる。
【００８８】
　また、本発明の一実施形態において、延長部４０Ｄは、車両前側且つ車両上側に向けて
凸を成すように湾曲されていたが、図１０に示されるように、車両後側且つ車両下側に向



(15) JP 5637203 B2 2014.12.10

10

20

30

40

50

けて凸を成すように湾曲されていても良い。
【００８９】
　ここで、上述の通り、エプロンメンバ４０の前端４０Ａは、フロントサイドメンバ２０
の前端２０Ａよりも車両前側に位置している（図１も参照）。従って、図１０に示される
ように、延長部４０Ｄが車両後側且つ車両下側に向けて凸を成すように湾曲されていると
、例えば、エプロンメンバ４０の前端４０Ａがフロントサイドメンバ２０の前端２０Ａと
同じ位置にある場合に比して、延長部４０Ｄの曲率半径Ｒを大きくすることができる。こ
れにより、エプロンメンバ４０の前端４０Ａに車両前側から衝突荷重が作用した場合に延
長部４０Ｄに集中する応力を低減することができる。
【００９０】
　なお、本実施形態のようにエプロンメンバ４０の前端４０Ａがフロントサイドメンバ２
０の前端２０Ａよりも車両前側に位置している場合と、従来のようにエプロンメンバ４０
の前端４０Ａがフロントサイドメンバ２０の前端２０Ａと同じ位置にある場合とで、延長
部４０Ｄの曲率半径Ｒが同じである場合も想定される。しかしながら、本例のように、エ
プロンメンバ４０の前端４０Ａがフロントサイドメンバ２０の前端２０Ａよりも車両前側
に位置していると、水平方向に対する延長部４０Ｄの傾斜角度θを小さくすることができ
る。これにより、延長部４０Ｄの前端側の部分において車両前後方向への衝突荷重を受け
ることができる。
【００９１】
　また、本発明の一実施形態において、車体前部構造１０は、内側エネルギ吸収部として
のクラッシュボックスインナ１０１と、外側エネルギ吸収部としてのクラッシュボックス
アウタ１１１とを一体に有するクラッシュボックス９０を備えていた。しかしながら、ク
ラッシュボックスインナ１０１に相当する内側エネルギ吸収部と、クラッシュボックスア
ウタ１１１に相当する外側エネルギ吸収部とは、別体とされて車両幅方向に離間されてい
ても良い。
【００９２】
　また、本発明の一実施形態において、外側結合部７３，８３は、車両前後方向と直交さ
れていた。しかしながら、図１１に示されるように、外側結合部７３，８３は、中央連結
部７４，８４と同様に、車両幅方向内側に向かうに従って車両後側に向かうように傾斜さ
れていても良い。また、この場合に、外側結合部７３，８３及び中央連結部７４，８４は
、平面視にて直線状に形成されていても良い。また、本発明の一実施形態において、外側
結合部７３，８３は、段差状に形成されていても良い。
【００９３】
　また、フロントサイドメンバ２０の前端２０Ａとエプロンメンバ４０の前端４０Ａとの
間の車両前後方向に沿ったオフセット量Ｌ１は、上述の第一交点Ｐ１と第二交点Ｐ２との
間の車両前後方向に沿ったオフセット量Ｌ２よりも小さく設定されていた。しかしながら
、オフセット量Ｌ１は、オフセット量Ｌ２と同一（略同一を含む）に設定されていても良
い。
【００９４】
　ここで、上述の如くオフセット量Ｌ１をオフセット量Ｌ２と同一に設定したことを以下
に説明する。すなわち、図１に示されるように、内側結合部７２と第一交点Ｐ１との間の
車両前後方向に沿った長さをＬａ、外側結合部７３と第二交点Ｐ２との間の車両前後方向
に沿った長さをＬｂする。また、クラッシュボックスインナ１０１及びクラッシュボック
スアウタ１１１の潰れ残りの割合をＰとする。そうすると、クラッシュボックスインナ１
０１及びクラッシュボックスアウタ１１１の潰れ残り量が等しくなる状態は、Ｌａ×Ｐ＝
Ｌｂ×Ｐ＋Ｌ１である。ここで、Ｌｂ＝Ｌａ－（Ｌ１＋Ｌ２）であるので、Ｌ１＝Ｌ２×
Ｐ／（１－Ｐ）となる。そして、Ｐ＝０．５のときＬ１＝Ｌ２となる。
【００９５】
　従って、上述のように、オフセット量Ｌ１がオフセット量Ｌ２と同一に設定されており
、潰れ残りの割合Ｐが０．５となると、クラッシュボックスインナ１０１及びクラッシュ
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ボックスアウタ１１１の潰れ残り量をほぼ等しくすることができる。これにより、このク
ラッシュボックスインナ１０１及びクラッシュボックスアウタ１１１による衝撃吸収量を
増加させることができる。
【００９６】
　なお、ここでは、オフセット量Ｌ１がオフセット量Ｌ２と同一に設定されることについ
て説明したが、オフセット量Ｌ１は、オフセット量Ｌ２よりも大きく設定されても良い。
【００９７】
　また、上記複数の変形例のうち組み合わせ可能な変形例は、適宜組み合わされて実施さ
れても良い。
【００９８】
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は、上記に限定されるものでな
く、上記以外にも、その主旨を逸脱しない範囲内において種々変形して実施可能であるこ
とは勿論である。
【符号の説明】
【００９９】
１０　車体前部構造
２０　フロントサイドメンバ
２０Ａ　前端
４０　エプロンメンバ
４０Ａ　前端
４０Ｂ　直線部
４０Ｂ１　直線部の後端
４０Ｃ　車両前後方向中間部
４０Ｄ　延長部
５３　側壁部
６０　バンパリインフォースメント
６０Ａ　車両幅方向外側部
６０Ａ１　第一結合部
６０Ａ２　第二結合部
６４　前壁部
７０　連結部材
７１　前側プレート
８１　後側プレート
７２，８２　内側結合部
７３，８３　外側結合部
７４，８４　中央連結部
９０　クラッシュボックス
１０１　クラッシュボックスインナ（内側エネルギ吸収部）
１１１　クラッシュボックスアウタ（外側エネルギ吸収部）
１３１，１３２　稜線（第一稜線）
１３３，１３４　ビード（第一ビード）
１４１，１４２　稜線（一対の稜線、第二稜線）
１４３，１４４　ビード（第二ビード）
１５１　前側分割部
１５２　後側分割部
１５３　境界部
２００　衝突体
Ｃ１　第一仮想中心線
Ｃ２　第二仮想中心線
Ｌ１　オフセット量
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Ｌ２　オフセット量
Ｐ１　第一交点
Ｐ２　第二交点

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】
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