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(57)【要約】
　ヘッドライト組立体に荷重が加えられた場合に、当該
荷重を確実に吸収できる車体前部の構造を提供する。ヘ
ッドライト３及びその後部に取付けたヘッドライトケー
ス４を有する一対のヘッドライト組立体２を備え、ヘッ
ドライトケース４の車幅方向中央側下方部分、車幅方向
外側上方部分及び外側下方部分にヘッドライト組立体２
を車体に取付ける内側取付部５、外側上方取付部６及び
外側下方取付部７を設け、内側取付部５が前面視でヘッ
ドライト組立体２の車幅方向中央側下方部分中でヘッド
ライト組立体２重心Ｇから最も遠くに配置され、かつ車
両上下方向に沿って配置されるサポートブレース８を介
して車体１に取付けられ、サポートブレース８にて内側
取付部５を取付けた部分８ｃがサポートブレース８の中
でヘッドライト組立体２に最も接近し、かつ内側取付部
５の取付部分８ｃより上方部分８ａが車体１の車幅方向
中央側に向かって湾曲して形成される、車体前部の構造
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両用のヘッドライト、及び該ヘッドライトの後部に取付けられるヘッドライトケース
を有する車幅方向左右一対のヘッドライト組立体を備え、
　前記ヘッドライトケースの車幅方向外側上方部分、車幅方向外側下方部分、及び車幅方
向中央側下方部分に、それぞれ前記ヘッドライト組立体を車体に取付けるための外側上方
取付部、外側下方取付部、及び内側取付部を設けている車体前部の構造であって、
　前記ヘッドライトケースの内側取付部が、前面視で前記ヘッドライト組立体の車幅方向
中央側下方部分の中で前記ヘッドライト組立体の重心から最も遠い位置に配置され、かつ
車両上下方向に沿って配置されているサポートブレースを介して前記車体に取付けられ、
　前記サポートブレースについて、前記内側取付部を取付けた部分が前記サポートブレー
スの中で前記ヘッドライト組立体に最も接近し、かつ前記内側取付部を取付けた部分より
上方の部分が前記車体の車幅方向中央側に向かって湾曲して形成されていることを特徴と
する、車体前部の構造。
【請求項２】
　車両前後方向に沿って配置された車幅方向左右一対のカウリングサイドパネルが前記車
体に設けられ、
　前記カウリングサイドパネルの前側上部にブラケットが配置され、
　前記ブラケットに、前記ヘッドライトケースの外側上方取付部が取付けられていること
を特徴とする、請求項１に記載の車体前部の構造。
【請求項３】
　前記ブラケットが車幅方向側面視で断面略ハット形状に形成され、
　前記略ハット形状のブラケットの頂部に、前記カウリングサイドパネルの車幅方向外側
に設けられたフェンダーパネルと、前記ヘッドライトケースの外側上方取付部とが取付け
られ、
　前記ブラケットの剛性が前記カウリングサイドパネルの剛性よりも低く設定されている
ことを特徴とする、請求項２に記載の車体前部の構造。
【請求項４】
　車両前後方向に沿って配置された車幅方向左右一対のカウリングサイドパネルが前記車
体に設けられ、
　前記カウリングサイドパネルの車幅方向外側にフェンダーパネルが設けられ、
　前記車体の前面下部にフロントバンパが設けられ、
　前記フェンダーパネルの前側下端部と前記フロントバンパの車幅方向端側上端部とが隣
接して配置され、
　前記フェンダーパネルの前側下端部と前記フロントバンパの車幅方向端側上端部とに跨
って配置されたホルダに、前記フェンダーパネルと、前記フロントバンパと、前記ヘッド
ライトケースの外側下方取付部とが取付けられていることを特徴とする、請求項１～３の
いずれか一項に記載の車体前部の構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両用のヘッドライト及び該ヘッドライトの後部に取付けられたヘッドライ
トケースを含むヘッドライト組立体を設けている車体前部の構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車等の車両の車体前部には、ヘッドライト及び該ヘッドライトの後部に取付けられ
るヘッドライトケースを含む車幅方向左右一対のヘッドライト組立体が設けられている。
さらに、ヘッドライト組立体の周辺には、車両前後方向に沿って配置される車幅方向左右
一対のフレーム部材、カウリングサイドパネルの車幅方向外側に配置されるフェンダーパ
ネル、及び車体前面下部に配置されるフロントバンパ等が設けられている。
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【０００３】
　このようなヘッドライト組立体を含む車体前部の構造について、車両高さ方向に延びる
棒状の物体等の障害物が車両前方からヘッドライト組立体に当たって、ヘッドライト組立
体に荷重が加えられる場合がある。このような場合に、ヘッドライト組立体及びその周辺
の構造を変形させることによって、当該荷重を吸収する構造が採用されている。このよう
な構造の一例として、ヘッドライト組立体の車幅方向外側の部分の取付剛性を高めること
によって、ヘッドライト組立体に上述の荷重が加えられた場合に、ヘッドライト組立体の
車幅方向外側の部分を支点としてヘッドライト組立体を車両後方側に回転させて、当該荷
重を吸収することが行なわれている。
【０００４】
　このように荷重を吸収する構造として、例えば、特許文献１では、フェンダーパネルの
前端部とフロントパンパの車幅方向端部との間に跨って配置され、かつフェンダーパネル
とフロントバンパとを取付けたホルダに、ヘッドライト組立体の車幅方向外側の部分が取
付けられている。特許文献２では、フレーム部材の前部上面に取付けたブラケットに、フ
ェンダーパネルが取付けられ、さらに当該ブラケットに、ヘッドライト組立体の車幅方向
外側部分が取り付けられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－　５６４８８号公報
【特許文献２】特開２００９－　６１９９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１及び特許文献２では、ヘッドライト組立体の外側部分が、比
較的剛性の高い部分に取付けられているに過ぎない。そのため、車両高さ方向に延びる棒
状の物体等の障害物が車両前方からヘッドライト組立体に当たって、ヘッドライト組立体
に荷重が加えられた場合に、ヘッドライト組立体の車幅方向中央側の部分が十分に移動せ
ずに、ヘッドライト組立体がその車幅方向外側部分を支点として車両後方側に十分に回転
しないおそれがある。この場合、荷重が十分に吸収されないので、問題である。
【０００７】
　本発明はこのような実状に鑑みてなされたものであって、その目的は、ヘッドライト組
立体に荷重が加えられた場合に、当該荷重を確実に吸収できる車体前部の構造を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　課題を解決するために、本発明の車体前部の構造は、車両用のヘッドライト、及び該ヘ
ッドライトの後部に取付けられるヘッドライトケースを有する車幅方向左右一対のヘッド
ライト組立体を備え、前記ヘッドライトケースの車幅方向外側上方部分、車幅方向外側下
方部分、及び車幅方向中央側下方部分に、それぞれ前記ヘッドライト組立体を車体に取付
けるための外側上方取付部、外側下方取付部、及び内側取付部を設けている車体前部の構
造であって、前記ヘッドライトケースの内側取付部が、前面視で前記ヘッドライト組立体
の車幅方向中央側下方部分の中で前記ヘッドライト組立体の重心から最も遠い位置に配置
され、かつ車両上下方向に沿って配置されているサポートブレースを介して前記車体に取
付けられ、前記サポートブレースについて、前記内側取付部を取付けた部分が前記サポー
トブレースの中で前記ヘッドライト組立体に最も接近し、かつ前記内側取付部を取付けた
部分より上方の部分が前記車体の車幅方向中央側に向かって湾曲して形成されている。
【０００９】
　本発明の車体前部の構造では、車両前後方向に沿って配置された車幅方向左右一対のカ
ウリングサイドパネルが前記車体に設けられ、前記カウリングサイドパネルの前側上部に
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ブラケットが配置され、前記ブラケットに、前記ヘッドライトケースの外側上方取付部が
取付けられている。
【００１０】
　本発明の車体前部の構造では、前記ブラケットが車幅方向側面視で断面略ハット形状に
形成され、前記略ハット形状のブラケットの頂部に、前記カウリングサイドパネルの車幅
方向外側に設けられたフェンダーパネルと、前記ヘッドライトケースの外側上方取付部と
が取付けられ、前記ブラケットの剛性が前記カウリングサイドパネルの剛性よりも低く設
定されている。
【００１１】
　本発明の車体前部の構造では、車両前後方向に沿って配置された車幅方向左右一対のカ
ウリングサイドパネルが前記車体に設けられ、前記カウリングサイドパネルの車幅方向外
側にフェンダーパネルが設けられ、前記車体の前面下部にフロントバンパが設けられ、前
記フェンダーパネルの前側下端部と前記フロントバンパの車幅方向端側上端部とが隣接し
て配置され、前記フェンダーパネルの前側下端部と前記フロントバンパの車幅方向端側上
端部とに跨って配置されたホルダに、前記フェンダーパネルと、前記フロントバンパと、
前記ヘッドライトケースの外側下方取付部とが取付けられている。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、以下の効果を得ることができる。
　本発明の車体前部の構造は、車両用のヘッドライト、及び該ヘッドライトの後部に取付
けられるヘッドライトケースを有する車幅方向左右一対のヘッドライト組立体を備え、前
記ヘッドライトケースの車幅方向外側上方部分、車幅方向外側下方部分、及び車幅方向中
央側下方部分に、それぞれ前記ヘッドライト組立体を車体に取付けるための外側上方取付
部、外側下方取付部、及び内側取付部を設けている車体前部の構造であって、前記ヘッド
ライトケースの内側取付部が、前面視で前記ヘッドライト組立体の車幅方向中央側下方部
分の中で前記ヘッドライト組立体の重心から最も遠い位置に配置され、かつ車両上下方向
に沿って配置されているサポートブレースを介して前記車体に取付けられ、前記サポート
ブレースについて、前記内側取付部を取付けた部分が前記サポートブレースの中で前記ヘ
ッドライト組立体に最も接近し、かつ前記内側取付部を取付けた部分より上方の部分が前
記車体の車幅方向中央側に向かって湾曲して形成されている。
　そのため、車両高さ方向に延びる棒状の物体等の障害物が車両前方から前記ヘッドライ
ト組立体に当たって、前記ヘッドライト組立体に荷重が加えられた場合に、前記ヘッドラ
イト組立体の内側取付部に加わる回転モーメントが、前記ヘッドライト組立体における車
幅方向中央側下方部分の他の部分に加わる回転モーメントより大きくなる。従って、前記
内側取付部が最初に離脱して、前記ヘッドライト組立体をその車幅方向外側部分を支点と
して確実に回転させることができる。
　前記サポートブレースについて、前記内側取付部を取付けた部分以外は前記ヘッドライ
ト組立体から離れて配置されているので、前記ヘッドライト組立体に上述の荷重が加えら
れて、前記ヘッドライト組立体の車幅方向内側部分が移動する際に、前記サポートブレー
スに接触することを防止できる。例えば、前記ヘッドライト組立体の車幅方向内側部分に
隣接して車体前面のフロントガーニッシュが配置される場合に、前記ヘッドライト組立体
とともに移動するフロントガーニッシュが、前記サポートブレースと接触することを防止
できる。さらに、前記ヘッドライト組立体と前記サポートブレースとの間の空間で、フロ
ントガーニッシュが変形できるので、前記ヘッドライト組立体がフロントガーニッシュか
ら確実に離脱して、前記ヘッドライト組立体をその車幅方向外側部分を支点として確実に
回転させることができる。
　よって、前記ヘッドライト組立体に上述の荷重が加えられた場合に、前記ヘッドライト
組立体の車幅方向外側部分を支点として前記ヘッドライト組立体を確実に回転させること
ができ、その結果、当該荷重を確実に吸収できる。
【００１３】
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　本発明の車体前部の構造では、車両前後方向に沿って配置された車幅方向左右一対のカ
ウリングサイドパネルが前記車体に設けられ、前記カウリングサイドパネルの前側上部に
ブラケットが配置され、前記ブラケットに、前記ヘッドライトケースの外側上方取付部が
取付けられているので、前記ヘッドライト組立体の外側上方取付部の取付剛性が高まるこ
ととなる。従って、前記ヘッドライト組立体に上述の荷重が加えられた場合に、前記ヘッ
ドライト組立体の車幅方向外側部分を支点として前記ヘッドライト組立体を確実に回転さ
せることができ、その結果、当該荷重を確実に吸収できる。
【００１４】
　本発明の車体前部の構造では、前記ブラケットが車幅方向側面視で断面略ハット形状に
形成され、前記略ハット形状のブラケットの頂部に、前記カウリングサイドパネルの車幅
方向外側に設けられたフェンダーパネルと、前記ヘッドライトケースの外側上方取付部と
が取付けられ、前記ブラケットの剛性が前記カウリングサイドパネルの剛性よりも低く設
定されているので、前記ブラケットが車両前後方向に沿った断面で略ハット形状に形成さ
れることによって、特に車両前後方向から加えられる荷重に対して、前記ヘッドライトケ
ースの外側上方取付部の取付剛性が高まることとなる。従って、前記ヘッドライト組立体
に上述の荷重が加えられた場合に、前記ヘッドライト組立体の車幅方向外側部分を支点と
して前記ヘッドライト組立体を確実に回転させることができ、その結果、当該荷重を確実
に吸収できる。
　また、前記ブラケットの剛性が前記カウリングサイドパネルの剛性よりも低く設定され
ていることによって、前記フェンダーパネルに障害物が当たって荷重が加えられた場合に
、当該荷重を前記ブラケットによって吸収できる。
【００１５】
　本発明の車体前部の構造では、車両前後方向に沿って配置された車幅方向左右一対のカ
ウリングサイドパネルが前記車体に設けられ、前記カウリングサイドパネルの車幅方向外
側にフェンダーパネルが設けられ、前記車体の前面下部にフロントバンパが設けられ、前
記フェンダーパネルの前側下端部と前記フロントバンパの車幅方向端側上端部とが隣接し
て配置され、前記フェンダーパネルの前側下端部と前記フロントバンパの車幅方向端側上
端部とに跨って配置されたホルダに、前記フェンダーパネルと、前記フロントバンパと、
前記ヘッドライトケースの外側下方取付部とが取付けられているので、前記ヘッドライト
組立体の外側下方取付部の取付剛性が高まることとなる。従って、前記ヘッドライト組立
体に上述の荷重が加えられた場合に、前記ヘッドライト組立体の車幅方向外側部分を支点
として前記ヘッドライト組立体を確実に回転させることができ、その結果、当該荷重を確
実に吸収できる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施形態に係る車体前部の構造を示す概略斜視図である。
【図２】図１の車体前部の構造について、フロントバンパ及びフロントガーニッシュを省
略して示した部分拡大正面図である。
【図３】図２の車体前部の構造について、ヘッドライト組立体及びその周辺の構造を車両
前方側斜め下方から見た斜視図である。
【図４】図１の車体前部の構造について、ヘッドライト組立体及びその周辺の構造を車両
前方側斜め上方から見た部分拡大斜視図である。
【図５】図１の車体前部の構造について、フェンダーパネルを省略してヘッドライトケー
スの外側上方取付部の取付構造を、車体の車幅方向中央から外側に向かうように斜め上方
から見た部分拡大斜視図である。
【図６】図１の車体前部の構造について、ヘッドライト組立体及びその周辺の構造を示す
部分拡大底面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明の実施形態に係る車体前部について説明する。
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　本実施形態では、図１を参照すると、車体１の前面に、車幅方向左右一対のヘッドライ
ト組立体２が車幅方向に互いに間隔を空けて配置されている。図２を参照すると、ヘッド
ライト組立体２は、ヘッドライト３と、該ヘッドライト３の後部に取付けられたヘッドラ
イトケース４とを有している。ヘッドライトケース４の車幅方向中央側の前方下側部分に
は、内側取付部５が設けられている。図４を参照すると、ヘッドライトケース４の車幅方
向外側の上側部分には、外側上方取付部６が設けられている。図３を参照すると、ヘッド
ライトケース３の車幅方向外側の前方下端部分には、外側下方取付部７が設けられている
。ヘッドライト組立体２の車幅方向中央側には、高さ方向に沿ってサポートブレース８が
配置されている。
【００１８】
　図１を参照すると、ヘッドライト組立体２の後方側にて車両前後方向に沿ってカウリン
グサイドパネル９が配置されている。カウリングサイドパネル９の車幅方向外側にはフェ
ンダーパネル１０が配置されている。図５を参照すると、ヘッドライトケース４の外側上
方取付部６と、カウリングサイドパネル９と、フェンダーパネル１０とを取付けるダンパ
ーブラケット１１が設けられている。図１を参照すると、車体１の前面下部にはフロント
バンパ１２が配置されている。図３及び図６を参照すると、ヘッドライトケース４の外側
下方取付部７と、フェンダーパネル１０と、フロントバンパ１２とを取付けるホルダ１３
が設けられている。図１を参照すると、フロントバンパ１２の上側で、かつ左右一対のヘ
ッドライト組立体３の間には、フロントガーニッシュ１４が配置されている。
【００１９】
　ヘッドライト組立体２の詳細な構成について、図２～図６を参照して説明する。
　図２及び図３を参照すると、内側取付部５は、ヘッドライトケース４の車幅方向中央側
かつ斜め下方に向かう方向に沿って配置されている。このような内側取付部５は、ヘッド
ライトケース４の車幅方向中央側の前方下側部分から前方に向かって延びた後に、車幅方
向中央側かつ斜め下方に向かって延びるように形成されており、特に図３を参照すると、
側面視で略Ｌ字状に形成されている。また、内側取付部５は、車両前面視でヘッドライト
組立体２の車幅方向中央側下方部分の中でヘッドライト組立体２の重心Ｇ（図２を参照）
から最も遠い位置に配置されている。なお、ヘッドライト組立体２の車幅方向中央側下方
部分は、車両前面視にて、ヘッドライト組立体２の重心Ｇに対して車幅方向中央側かつ下
方側の部分となっている。この内側取付部５には、車両前後方向に貫通する取付孔（図示
せず）が穿設されている。図４及び図５を参照すると、外側上方取付部６は、車両後方に
向かって延びるように形成されている。この外側上方取付部６には、高さ方向に貫通する
取付孔（図示せず）が穿設されている。図３及び図６を参照すると、外側下方取付部７は
、ヘッドライトケース４の車幅方向外側部の前方下端部分から下方に突出して形成されて
いる。外側下方取付部７は略ボックス状に形成されている。この外側下方取付部７には、
車幅方向に貫通する取付孔（図示せず）が穿設されている。
【００２０】
　図２～図４を参照すると、ヘッドライトケース４の車幅方向中央側の前方上側部分には
、ガーニッシュ取付部４ａが設けられている。ガーニッシュ取付部４ａは、ヘッドライト
ケース４の車幅方向中央側に向かって突出して形成されている。また、ガーニッシュ取付
部４ａには、高さ方向に貫通する取付孔（図示せず）が穿設されている。
【００２１】
　サポートブレース８の詳細な構成について、図２及び図３を参照して説明する。
　図２及び図３を参照すると、サポートブレース８の上部８ａは車幅方向中央側に向かっ
て湾曲して形成されており、ヘッドライトケース４の車幅方向中央側部とサポートブレー
ス８の上部８ａとの間に空間が形成されている。ヘッドライトケース４のガーニッシュ取
付部４ａもまた、当該空間に配置されることとなる。サポートブレース８の下部８ｂは高
さ方向に沿って延びるように形成されている。サポートブレース８の上部８ａ及び下部８
ｂの間に位置する中間部８ｃは、ヘッドライト組立体２に向かって湾曲して形成されてい
る。この中間部８ｃは、サポートブレース８の中でヘッドライト組立体２に最も接近して
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いる。さらに、中間部８ｃの前面に内側取付部５の後面が重なるように構成されており、
中間部８ｃには内側取付部５の取付孔に対応して、取付孔（図示せず）が穿設されている
。
【００２２】
　エンジンフードのロック機構（図示せず）を設けたフードロックメンバ１５が、車体１
の前面に沿って車幅方向に延びるように設けられており、このフードロックメンバ１５の
車幅方向端部１５ａに、サポートブレース８の上部８ａが取付けられている。一方で、サ
ポートブレース８の下部８ｂは、車幅方向に沿って配置されたサポートアウターブレース
１６に取付けられている。
【００２３】
　カウリングサイドパネル９及びダンパーブラケット１１の詳細な構成について、図２、
図４及び図５を参照して説明する。
　図２及び図５を参照すると、カウリングサイドパネル９の上端部９ａは、車幅方向中央
に向かって折り曲げられて断面略Ｌ字状に形成されている。カウリングサイドパネル９は
、ヘッドライトケース４と車両前後方向に間隔を空けて配置されている。図４を参照する
と、カウリングサイドパネル９の車幅方向外側面には、車両前後方向に沿ってカウルサイ
ドメンバ１７が配置されている。
【００２４】
　図５を参照すると、カウリングサイドパネル９の上端部９ａの上面には、ダンパーブラ
ケット１１が配置されている。ダンパーブラケット１１は、車幅方向側面視で断面略ハッ
ト形状に形成されている。ダンパーブラケット１１のフランジ状の下部１１ａの下面が、
カウリングサイドパネル９の上端部９ａの上面と重なって、接合されている。ダンパーブ
ラケット１１の頂部１１ｂには、高さ方向に貫通する前側取付孔（図示せず）及び後側取
付孔１１ｃが穿設されており、前側取付孔と後側取付孔１１ｃとは車両前後方向に間隔を
空けて配置されている。ダンパーブラケット１１の頂部１１ｂの前側上面には、ヘッドラ
イトケース４の外側上方取付部６の下面が重なるように構成されており、前側取付孔はヘ
ッドライトケース４の外側上方取付部６の取付孔に対応している。なお、ダンパーブラケ
ット１１の剛性は、カウリングサイドパネル９の剛性より低く設定されている。
【００２５】
　フェンダーパネル１０及びホルダ１２の詳細な構成について、図２～図４及び図６を参
照して説明する。
　図４を参照すると、フェンダーパネル１０は、カウリングサイドパネル９及びカウルサ
イドメンバ１７に対して車幅方向に間隔を空けて配置されている。図２～図４を参照する
と、フェンダーパネル１０の前端部１０ａは、ヘッドライト３の車幅方向外側部分におけ
る形状に対応して形成されており、フェンダーパネル１０の前端部１０ａと隣接して配置
されている。図４を参照すると、フェンダーパネル１０には、ダンパーブラケット１１の
頂部１１ｂに向かって突出する上側取付部１０ｂが設けられている。フェンダーパネル１
０の上側取付部１０ｂの下面は、ダンパーブラケット１１の頂部１１ｂの後側上面に重な
るように構成されている。フェンダーパネル１０の上側取付部１０ｂには、ダンパーブラ
ケット１１の頂部１１ｂの後側取付孔に対応して、高さ方向に貫通する上側取付孔（図示
せず）が穿設されている。
【００２６】
　図２及び図３を参照すると、フェンダーパネル１０の前側下端部１０ｃは、車幅方向中
央側に向かって凹むように断面略Ｌ字状に形成されている。前側下端部１０ｃの車幅方向
中央側の面は、ヘッドライトケース４の外側下方取付部８と重なっている。また、前側下
端部１０ｃの車幅方向の外側面にホルダ１３が配置されている。ホルダ１３は、フェンダ
ーパネル１０の前側下端部１０ｃに沿って形成されている。ホルダ１３には、車幅方向に
貫通する取付孔１３ａが穿設されている。また、フェンダーパネル１０の前側下端部１０
ｃには、ホルダ１３の取付孔１３ａに対応して下側取付孔（図示せず）が穿設されている
。これらのフェンダーパネル１０の下側取付孔、及びホルダ１３の取付孔１３ａは、ヘッ
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ドライトケース４の外側下方取付部７の取付孔に対応している。
【００２７】
　また、図２及び図３を参照すると、車幅方向中央から外側に向かって上方に傾斜したエ
プロンフロントエクステンション１８が設けられている。図６を参照すると、フェンダー
パネル１０の前側下端部１０ｃは、フェンダーロアブラケット１９を介して、エプロンフ
ロントエクステンション１８に取付けられている。
【００２８】
　フロントバンパ１２の詳細な構成について、図１及び図６を参照して説明する。
　図１を参照すると、フロントバンパ１２は、ヘッドライト３の下端部分に隣接して配置
されており、ヘッドライト３に隣接するフロントバンパ１２の部分は、ヘッドライト３の
下端部分における形状に対応して形成されている。フロントバンパ１２の車幅方向端側上
端部１２ａは、フェンダーパネル１０の前側下端部１０ｃに配置されたホルダ１３（図６
を参照）の車幅方向外側の面に重なるように形成されており、フェンダーパネル１０の前
側下端部１０ｃに隣接して配置されている。
【００２９】
　フロントガーニッシュ１４の詳細な構成について、図１及び図４を参照して説明する。
　図１を参照すると、フロントガーニッシュ１４の下端部１４ａは、フロントバンパ１２
の上端部の形状に対応して形成され、フロントバンパ１２の上端部に隣接して配置されて
いる。フロントガーニッシュ１４の車幅方向端部１４ｂは、ヘッドライト３の車幅方向中
央側部分における形状に対応して形成され、ヘッドライト３の車幅方向中央側部分に隣接
して配置されている。図４を参照すると、フロントガーニッシュ１４の車幅方向端側上端
部分には、車両後方に向かって延びる取付部１４ｃが設けられている。この取付部１４ｃ
の下面は、ヘッドライトケース４のガーニッシュ取付部４ａの上面に重なるように構成さ
れている。また、取付部１４ｃを含むフロンとガーニッシュ１４の車幅方向端部１４ｂの
後方側に、ヘッドライト組立体２の車幅方向中央側部分とサポートブレース８の上部８ａ
との間の空間が位置している。さらに、フロントガーニッシュ１４の取付部１４ｃには、
高さ方向に貫通する取付孔（図示せず）が穿設されており、この取付孔は、ヘッドライト
ケース４のガーニッシュ取付部４ａの取付孔に対応している。
【００３０】
　ここで、ヘッドライトケース４の内側取付部５と、サポートブレース８との取付構造に
ついて、図２及び図３を参照して説明する。ヘッドライトケース４の内側取付部５の後面
とサポートブレース８の中間部８ｃの前面とが重なった状態で、ヘッドライトケース４の
内側取付部５の取付孔及びサポートブレース８の中間部８ｃの取付孔に、締結部材２０が
挿通されており、この締結部材２０によって、内側取付部５がサポートブレース８に取付
けられている。
【００３１】
　ヘッドライトケース４の外側上方取付部６と、カウリングサイドパネル９と、フェンダ
ーパネル１０との取付構造について、図４及び図５を参照して説明する。上述のようにフ
ェンダーパネル１０に取付けられたダンパーブラケット１１の頂部１１ａの前側上面に、
ヘッドライトケース４の外側上方取付部６の下面が重なった状態で、外側上方取付部６の
取付孔及びダンパーブラケット１１の前側取付孔に、締結部材２１が挿通されており、締
結部材２１によって、外側上方取付部６がダンパーブラケット１１を介してフェンダーパ
ネル１０に取付けられている。ダンパーブラケット１１の頂部１１ａの後側上面に、フェ
ンダーパネル１０の取付部１０ａの下面が重なった状態で、フェンダーパネル１０の上側
取付孔及びダンパーブラケット１１の後側取付孔１１ｃに、締結部材２２が挿通されてお
り、締結部材２２によって、フェンダーパネル１０がダンパーブラケット１１を介してフ
ェンダーパネル１０に取付けられている。
【００３２】
　ヘッドライトケース４の外側下方取付部７と、フェンダーパネル１０と、フロントバン
パ１２との取付構造について、図２、図３及び図６を参照して説明する。ヘッドライトケ
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ース４の外側下方取付部７の取付孔と、フェンダーパネル１０の前側下端部１０ｃの下側
取付孔と、ホルダ１３の前側取付孔１３ａとに、締結部材（図示せず）が挿通されており
、当該締結部材によって、ヘッドライトケース４の外側下方取付部が、フェンダーパネル
１０の前側下端部１０ｃ、及びホルダ１３に取付けられている。このようなホルダ１３に
、フロントバンパ８の車幅方向端側上端部８ａが取付けられている。
【００３３】
　ヘッドライトケース４のガーニッシュ取付部４ａと、フロントガーニッシュ１４との取
付構造について、図４を参照して説明する。フロントガーニッシュ１４の取付部１４ｃの
下面がヘッドライトケース４のガーニッシュ取付部４ａの上面に重なった状態で、フロン
トガーニッシュ１４の取付部１４ｃの取付孔、及びヘッドライトケース４のガーニッシュ
取付部４ａの取付孔に、締結部材２３が挿通されており、この締結部材２３によって、フ
ロントガーニッシュ１４がヘッドライトケース４に取付けられている。
【００３４】
　以上のように本発明の実施形態によれば、ヘッドライトケース４の内側取付部５は、車
両前面視でヘッドライト組立体２の車幅方向中央側下方部分の中でヘッドライト組立体２
の重心Ｇから最も遠い位置に配置されている。そのため、車両高さ方向に延びる棒状の物
体等の障害物が車両前方からヘッドライト組立体２に当たって、ヘッドライト組立体２に
荷重が加えられた場合に、ヘッドライト組立体２の中央側下方部分の中で、内側取付部５
に加わる回転モーメントが他の部分に加わる回転モーメントより大きくなる。従って、内
側取付部５が最初に離脱して、ヘッドライト組立体２をその車幅方向外側の部分を支点と
して確実に回転させることができる。
　サポートブレース８について、内側取付部５を取付けた部分以外はヘッドライト組立体
２から離れて配置されているので、ヘッドライト組立体２に上述の荷重が加えられて、ヘ
ッドライト組立体２の車幅方向中央側の部分が移動する際に、サポートブレース８に接触
することを防止できる。特に、ヘッドライト組立体２とともに移動するフロントガーニッ
シュ１４が、サポートブレース８と接触することを防止できる。さらに、ヘッドライト組
立体２が、ヘッドライト組立体２の車幅方向中央側の部分とサポートブレース８との間の
空間で、変形することによって、ヘッドライト組立体２がフロントガーニッシュ１４から
確実に離脱して、ヘッドライト組立体２をその車幅方向外側部分を支点として確実に回転
させることができる。
　よって、ヘッドライト組立体２に上述の荷重が加えられた場合に、ヘッドライト組立体
２の車幅方向外側部分を支点としてヘッドライト組立体２を確実に回転させることができ
、その結果、当該荷重を確実に吸収できる。
【００３５】
　本発明の実施形態によれば、カウリングサイドパネル９の前側上部にダンパーブラケッ
ト１１が配置され、ダンパーブラケット１１に、ヘッドライトケース４の外側上方取付部
６が取付けられているので、ヘッドライト組立体２の外側上方取付部６の取付剛性が高ま
ることとなる。従って、ヘッドライト組立体２に上述の荷重が加えられた場合に、ヘッド
ライト組立体２の車幅方向外側の部分を支点としてヘッドライト組立体２を確実に回転さ
せることができ、その結果、当該荷重を確実に吸収できる。
【００３６】
　本発明の実施形態によれば、ダンパーブラケット１１が車両前後方向に沿った断面で略
ハット形状に形成されることによって、特に、車両前後方向から加えられる荷重に対して
、ヘッドライトケース４の外側上方取付部６の取付剛性が高まることとなる。従って、ヘ
ッドライト組立体２に上述の荷重が加えられた場合に、ヘッドライト組立体２の車幅方向
外側の部分を支点としてヘッドライト組立体２を確実に回転させることができ、その結果
、当該荷重を確実に吸収できる。
　また、ダンパーブラケット１１の剛性がカウリングサイドパネル９の剛性よりも低く設
定されていることによって、フェンダーパネル１０に障害物が当たって荷重が加えられた
場合に、当該荷重をダンパーブラケット１１によって吸収できる。
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【００３７】
　本発明の実施形態によれば、フェンダーパネル１０の前側下端部とフロントバンパ１２
の車幅方向端側上端部とに跨って配置されたホルダ１３に、ヘッドライトケース４の外側
下方取付部７と、フェンダーパネル１０と、フロントバンパ１２とが取付けられているの
で、ヘッドライトケース４の外側下方取付部７の取付剛性が高まることとなる。従って、
ヘッドライト組立体２に上述の荷重が加えられた場合に、ヘッドライト組立体２の車幅方
向外側の部分を支点としてヘッドライト組立体２を確実に回転させることができ、その結
果、当該荷重を確実に吸収できる。
【００３８】
　ここまで本発明の実施形態について述べたが、本発明は既述の実施形態に限定されるも
のではなく、本発明の技術的思想に基づいて各種の変形及び変更が可能である。
【符号の説明】
【００３９】
１　車体
２　ヘッドライト組立体
３　ヘッドライト
４　ヘッドライトケース
５　内側取付部
６　外側上方取付部
７　外側下方取付部
８　サポートブレース
８ａ　上部
８ｃ　中間部
９　カウリングサイドパネル
９ａ　上端部
１０　フェンダーパネル
１０ｃ　前側下端部
１１　ダンパーブラケット
１１ａ　下部
１１ｂ　頂部
１２　フロントバンパ
１２ａ　車幅方向端側上端部
１３　ホルダ
Ｇ　重心
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