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(57)【要約】
【課題】車体前部から取入れられた走行風をバンパレイ
ンの後方に配設した導風部にてスムーズに熱交換器に送
ることができ、また、導風部により、走行風が渦巻くこ
となく熱交換器に案内させることができ、走行風の流速
が低下せず、冷却性能の向上を図ることができる車両の
前部車体構造の提供を目的とする。
【解決手段】バンパレイン３と熱交換器１５との間には
、車体前部から取入れられた走行風を熱交換器１５に導
風する導風部２６が設けられ、導風部２６は、バンパレ
イン３から後方に行くに従ってその上下幅が小さくなる
形状に形成されたことを特徴とする。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の前部において前後方向に延びる左右一対のフロントサイドフレームと、
上記左右一対のフロントサイドフレームの前端同士を連結するバンパレインと、
該バンパレインの後方に配設された熱交換器と、を備えた車両の前部車体構造であって、
上記バンパレインと上記熱交換器との間には、車体前部から取入れられた走行風を該熱交
換器に導風する導風部が設けられ、
該導風部は、上記バンパレインから後方に行くに従ってその上下幅が小さくなる形状に形
成された
車両の前部車体構造。
【請求項２】
　上記導風部は、上記熱交換器の前面と近接する位置まで後方に延出された
請求項１記載の車両の前部車体構造。
【請求項３】
　上記熱交換器は車幅方向にわたって配設され、
　上記導風部は該熱交換器の前方において該熱交換器の車幅方向の略全幅にわたって配設
された
請求項１または２記載の車両の前部車体構造。
【請求項４】
　上記導風部は、上記バンパレインの上部に配設された上部導風部と、
バンパレインの下部に配設された下部導風部とを有し、
上部導風部はその後方が下部導風部に向けて垂下するように構成された
請求項１～３の何れか１に記載の車両の前部車体構造。
【請求項５】
　上記下部導風部の下方にはインタクーラが離間して配設され、
該インタクーラの上面が上記下部導風部と略平行になるよう該インタクーラを前傾配設さ
せた
請求項４記載の車両の前部車体構造。
【請求項６】
　上記バンパレインの前部には車幅方向にわたって衝撃吸収部材が配設され、
上記衝撃吸収部材の後端部と、上記バンパレインの前端部と、上記導風部の前端部と、の
上下両面は面一状になるように形成された
請求項１～４の何れか１に記載の車両の前部車体構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は車両の前部車体構造に関し、詳しくは、車両の前部において前後方向に延び
る左右一対のフロントサイドフレームと、これら左右のフロントサイドフレームの前端同
士を連結するバンパレインと、このバンパレインの後方に配設された熱交換器と、を備え
たような車両の前部車体構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車両前部には衝突時の剛性、耐力の向上を図る目的で、車幅方向に延びるバンパ
レインが配設されている。一方で、車両前部の意匠面を形成するバンパフェイスには、エ
ンジンルーム内部に走行風を取込むための開口部が形成されている。
【０００３】
　該開口部の形成位置は車両デザインを大きく左右し、この開口部とバンパレインとがオ
ーバラップした位置に配設される場合が多く、このように開口部とバンパレインとがオー
バラップすると、走行風を充分にエンジンルーム内部に取込むことができず、バンパレイ
ンの後方に配設された熱交換器を充分冷却することができない問題点があった。　
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　加えて、上記開口部からその内部に取入れられた走行風は、熱交換器に至るまでに、上
記バンパレインの後方部で渦を巻き、走行風の流速が低下するという問題点もあった。
【０００４】
　ところで、特許文献１には、車体前部から導入された空気（走行風）を効果的に熱交換
器に導くことを目的として、図１２に示すような車両の前部車体構造が開示されている。
【０００５】
　すなわち、図１２に示すように、空調用のコンデンサやラジエータ等を含む熱交換器９
１を覆うシュラウド９２を設ける一方、上述の熱交換器９１の車両前方には、車幅方向に
延びるバンパレイン９３を設け、熱交換器９１の左右両側部とバンパレイン９３との間に
は、左右一対の導風板９４，９５を取付け、これら各導風板９４，９５の前部を、その後
部に対して車幅方向外方に位置させて、車体前部から導入した走行風を、一対の導風板９
４，９５にて効率的に熱交換器９１に導き、該熱交換器９１の冷却効率の向上を図ったも
のである。なお、図１２において、矢印Ｆは車両前方を示し、矢印ＵＰは車両上方を示す
。
【０００６】
　しかしながら、この特許文献１に開示された構造においては、走行風がバンパレイン９
３の後部において渦を巻き、その流速が低下するものであり、該特許文献１には熱交換器
９１に走行風を、流速低下を招くことなく円滑に送風するために、バンパレインの後部と
熱交換器の前部との間に、導風板を配設するという技術思想については全く開示されてお
らず、その示唆もない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００４－２８４４３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　そこで、この発明は、バンパレインと熱交換器との間に、車体前部から取入れられた走
行風を該熱交換器に導風する導風部を設け、該導風部を、バンパレインから後方に行くに
従ってその上下幅が小さくなる形状に形成することで、車体前部から取入れられた走行風
をバンパレインの後方に配設した導風部にてスムーズに熱交換器に送ることができ、また
、導風部により、走行風が渦巻くことなく熱交換器に案内させることができ、走行風の流
速が低下せず、冷却性能の向上を図ることができる車両の前部車体構造の提供を目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この発明による車両の前部車体構造は、車両の前部において前後方向に延びる左右一対
のフロントサイドフレームと、上記左右一対のフロントサイドフレームの前端同士を連結
するバンパレインと、該バンパレインの後方に配設された熱交換器と、を備えた車両の前
部車体構造であって、上記バンパレインと上記熱交換器との間には、車体前部から取入れ
られた走行風を該熱交換器に導風する導風部が設けられ、該導風部は、上記バンパレイン
から後方に行くに従ってその上下幅が小さくなる形状に形成されたものである。
【００１０】
　上記構成によれば、バンパレインと熱交換器との間に上述の導風部を設け、この導風部
の形状を、バンパレインから後方に行くに従ってその上下幅が小さくなる形状、いわゆる
先細り形状と成したので、車体前部から取入れられた走行風を該導風部にてスムーズに熱
交換器に送ることができる。　
　また、上記導風部により、走行風が渦巻くことがなく、該走行風を熱交換器に案内させ
ることができるので、走行風の流速が低下せず、熱交換器の冷却性能の向上を図ることが
できる。
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【００１１】
　この発明の一実施態様においては、上記導風部は、上記熱交換器の前面と近接する位置
まで後方に延出されたものである。　
　上記構成によれば、上記導風部を熱交換器前面と近接する位置まで後方に延出したので
、最大限走行風の乱流を防止しつつ、該走行風を熱交換器へ送風案内することができる。
【００１２】
　この発明の一実施態様においては、上記熱交換器は車幅方向にわたって配設され、上記
導風部は該熱交換器の前方において該熱交換器の車幅方向の略全幅にわたって配設された
ものである。　
　上記構成によれば、導風部を熱交換器の車幅方向の略全幅にわたって配設したので、該
熱交換器の略全幅に走行風をスムーズに送風案内することができて、熱交換器の冷却性能
を最大限向上させることができる。
【００１３】
　この発明の一実施態様においては、上記導風部は、上記バンパレインの上部に配設され
た上部導風部と、バンパレインの下部に配設された下部導風部とを有し、上部導風部はそ
の後方が下部導風部に向けて垂下するように構成されたものである。　
　上記構成によれば、導風部の上部導風部側に比較して、下部導風部側に積極的に走行風
を送風案内させることができ、熱交換器の冷却に対して有利となる。
【００１４】
　この発明の一実施態様においては、上記下部導風部の下方にはインタクーラが離間して
配設され、該インタクーラの上面が上記下部導風部と略平行になるよう該インタクーラを
前傾配設させたものである。　
　上記構成によれば、インタクーラが配設された場合、その上面を下部導風部と略平行に
成すよう該インタクーラを前傾配設したので、導風部の下部導風部とインタクーラとの隙
（走行風が通過する隙間）を最大限に確保することができる。
【００１５】
　この発明の一実施態様においては、上記バンパレインの前部には車幅方向にわたって衝
撃吸収部材が配設され、上記衝撃吸収部材の後端部と、上記バンパレインの前端部と、上
記導風部の前端部と、の上下両面は面一状になるように形成されたものである。　
　上記構成によれば、衝撃吸収部材の後端部と、バンパレインの前端部と、導風部の前端
部とが面一状になるように形成したので、走行風の渦の発生を防止することができ、該走
行風をスムーズに上記熱交換器に送風案内することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　この発明によれば、バンパレインと熱交換器との間に、車体前部から取入れられた走行
風を該熱交換器に導風する導風部を設け、該導風部を、バンパレインから後方に行くに従
ってその上下幅が小さくなる形状に形成したので、車体前部から取入れられた走行風をバ
ンパレインの後方に配設した導風部にてスムーズに熱交換器に送ることができ、また、導
風部により、走行風が渦巻くことなく熱交換器に案内させることができ、走行風の流速が
低下せず、冷却性能の向上を図ることができる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の車両の前部車体構造を示す正面図
【図２】ボンネットおよびバンパフェイスを取外した状態の平面図
【図３】図２の要部斜視図
【図４】車両の前部車体構造を示す側面図
【図５】導風部の斜視図
【図６】図４の要部拡大側面図
【図７】軽衝突時の状態を示す側面図
【図８】導風部の他の実施例を示す部分側面図
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【図９】導風部取付け構造の他の実施例を示す部分側面図
【図１０】車両の前部車体構造の他の実施例を示す部分側面図
【図１１】車両の前部車体構造のさらに他の実施例を示す側面図
【図１２】従来の車両の前部車体構造を示す斜視図
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　走行風をバンパレインの後方に配設した導風部にてスムーズに熱交換器に送り、また、
導風部により走行風が渦巻くことなく熱交換器に案内させて、走行風の流速低下を防止し
、熱交換器の冷却性能向上を図るという目的を、車両の前部において前後方向に延びる左
右一対のフロントサイドフレームと、上記左右一対のフロントサイドフレームの前端同士
を連結するバンパレインと、該バンパレインの後方に配設された熱交換器と、を備えた車
両の前部車体構造において、上記バンパレインと上記熱交換器との間には、車体前部から
取入れられた走行風を該熱交換器に導風する導風部が設けられ、該導風部は、上記バンパ
レインから後方に行くに従ってその上下幅が小さくなる形状に形成するという構造にて実
現した。
【実施例】
【００１９】
　この発明の一実施例を以下図面に基づいて詳述する。　
　図面は車両の前部車体構造を示し、図１はバンパレイン前側のクロージングプレートお
よび衝撃吸収部材を省略した状態で示す正面図であって、車両前部にはその意匠面を形成
すると共に、フロントバンパの外表面を構成するバンパフェイス１を取付け、このバンパ
フェイス１には車幅方向にわたる横長形状の開口部２が形成されるが、この開口部２の後
方に位置するバンパレイン３により該開口部２は上部開口部２Ａと、下部開口部２Ｂとに
区画されている。
【００２０】
　なお、図１において、４はターボチャージャにより圧縮されて高温となった吸気を冷却
するためのインタクーラ、５は車体前部の上面を構成するボンネット、６は前輪である。
　
　図２はボンネット５およびバンパフェイス１を取外した状態で示す平面図、図３は図２
の要部斜視図、図４は車両の前部車体構造を示す側面図である。
【００２１】
　図２、図３において、車両前部のエンジンルーム７の両サイドにおいて車両前後方向に
延びる左右一対のフロントサイドフレーム８，８を設け、これら各フロントサイドフレー
ム８，８の前端部にはそれぞれクラッシュカン９，９を取付けている。　
　そして、左右のクラッシュカン９，９の前端部相互間に上述のバンパレイン３を車幅方
向に延びるように連結している。
【００２２】
　図４に示すように、上述のバンパレイン３は車両前方側が開放する断面ハット形状に形
成されており、このバンパレイン３の前部にはクロージングプレート１０が接合固定され
ている。　
　このクロージングプレート１０はバンパレイン３の前部に沿って車幅方向にわたって設
けられたもので、上述のバンパレイン３の前部には、該クロージングプレート１０を介し
て車幅方向にわたるように衝撃吸収部材１１（以下単に、ＥＡ部材と略記する）が配設さ
れている。
【００２３】
　図４に示すように、バンパフェイス１の上部開口部２Ａは、ＥＡ部材１１の前側直上部
に位置し、バンパフェイス１の下部開口部２Ｂは、ＥＡ部材１１の前側直下部に位置する
。　
　また、同図に示すように、上部開口部２Ａには、上部メッシュ部材１２を一体的に取付
け、この上部メッシュ部材１２における走行風取入口の下部を、ＥＡ部材１１の上端と一
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致させている。
【００２４】
　さらに、図４に示すように、下部開口部２Ｂには、下部メッシュ部材１３を一体的に取
付け、この下部メッシュ部材１３における走行風取入口の上部を、ＥＡ部材１１の下端と
略一致させている。　
　ここで、上述の上部開口部２Ａと下部開口部２Ｂとは、図１、図４に示すように、上部
開口部２Ａの開口面積が小さくなり、下部開口部２Ｂの開口面積が大きくなるように区画
形成されている。換言すれば、上部開口部２Ａからの走行風取入れ量が相対的に少なくな
り、下部開口部２Ｂからの走行風取入れ量が相対的に多くなるように形成されているが、
この開口面積の大小は車両デザインによっては、この実施例のものに限定されるものでは
ない。
【００２５】
　図２、図３に示すように、上述のエンジンルーム７内にはパワートレインとしてエンジ
ン１４およびトランスミッションを横置きに搭載している。なお、上記エンジンとしては
横置きのものに限定されるものではなく、縦置きのエンジンであってもよいことは勿論で
ある。　
　このエンジン１４の前方で、かつ上述のバンパレイン３の後方には、エンジン冷却水を
走行風を利用して空冷するための熱交換器１５が車幅方向にわたって配置されている。
【００２６】
　この熱交換器１５は、図４に示すように、放熱器としてフィンおよびウオーターチュー
ブを備えたラジエータ１６と、このラジエータ１６の主に上下左右の四辺を覆う合成樹脂
製のシュラウド部材としてのラジエータシュラウド１７と、空調用のコンデンサ１８（凝
縮器）と、ラジエータ１６の後面部を覆うラジエータカウリング１９と、図示しないクー
リングファンと、を一体ユニット化したものである。
【００２７】
　また、上述のラジエータ１６の上部にはアッパタンク２０を取付けると共に、下部には
ロアタンク２１を取付けて、図２、図３に示すように、エンジン１４のウオータジャケッ
ト（図示せず）とアッパタンク２０との間をインレットホース２２で接続し、エンジン１
４のウオータジャケットとロアタンク２１との間をアウトレットホース２３で接続してい
る。
【００２８】
　図３、図４に示すように、上述のラジエータシュラウド１７においてラジエータ１６お
よびコンデンサ１８よりも前方に位置する部位には、該ラジエータシュラウド１７の上片
部と下片部とを上下方向に延びて連結する複数の縦桟部２４，２４を一体形成し、これら
各縦桟部２４を、車両の前突時に後述する導風部２６（図４参照）を変位させる先当て部
に設定している。つまり、この実施例において、別途先当て部を設けることなく、ラジエ
ータシュラウド１７の既存の縦桟部２４を先当て部として有効利用するものである。　
　上述のラジエータシュラウド１７の上部は、図２、図３に示すように、車幅方向に延び
る車体部材としてのシュラウドアッパ２５により支持される一方、ラジエータシュラウド
１７の下部には、該ラジエータシュラウド１７から車幅方向の略全幅にわたって車両前方
に延びるようにカバー部材３０を連結している。
【００２９】
　しかも、図４に示すように、上述のバンパレイン３と熱交換器１５との間、詳しくは、
バンパレイン３とラジエータシュラウド１７の前面との間には、導風部２６を設け、この
導風部２６により車体前部から取入れた走行風を上述の熱交換器１５、なかんずくコンデ
ンサ１８およびラジエータ１６に導風案内するように構成している。この導風部２６の略
全体は車両の前後方向から見てバンパレイン３と完全にオーバラップするように配設され
ている。
【００３０】
　図５は導風部２６の斜視図、図６は図４の要部拡大側面図であって、図５、図６に示す



(7) JP 2011-235718 A 2011.11.24

10

20

30

40

50

ように、この導風部２６は、上述のバンパレイン３から後方に行くに従ってその上下幅（
上下方向の寸法）が小さくなる形状、いわゆる先細り形状に形成されており、この形状に
より車体前部から取入れた走行風を、その流速を下げることなく、スムーズに熱交換器１
５に送るように構成している。
【００３１】
　また、上述の導風部２６の剛性は熱交換器１５の剛性よりも低く設定されている。つま
り、熱交換器１５を構成するラジエータシュラウド１７が合成樹脂で形成されるのに対し
て、導風部２６をゴムによって形成することで、導風部２６の剛性を、ラジエータシュラ
ウド１７の剛性よりも低く設定し、車両の前突時に該導風部２６が熱交換器１５に当接し
た時、導風部２６が変形するように構成している。　
　これにより、車両の正面衝突時において、導風部２６と熱交換器１５との接触の際に、
該熱交換器１５が破損するのを防止するように構成したものである。
【００３２】
　さらに、図４、図６に示すように、導風部２６の後端部は、熱交換器１５の前面と所定
間隔を隔てて該前面と近接する位置まで後方に延出されており、この導風部２６の後端部
には熱交換器１５の前面、詳しくは、ラジエータシュラウド１７の縦桟部２４の前面と略
平行となる当接面２７を備えている。
【００３３】
　このように、導風部２６を熱交換器１５の前面と近接する位置まで後方に延出すること
により、最大限走行風の乱流を防止しつつ、該走行風を熱交換器１５へ送風案内するよう
に構成したものである。さらに、当接面２７と縦桟部２４との間に所定間隔を形成するこ
とで、通常の車両走行時に、これら両者２７，２４が摺接または当接して、異音が発生す
るのを防止すべく構成したものである。
【００３４】
　また、車両の前突時に導風部２６の当接面２７を、コンデンサ１８およびラジエータ１
６よりも前方に位置するラジエータシュラウド１７の縦桟部２４（つまり先当て部）に当
接させることで、前突時に導風部２６がコンデンサ１８およびラジエータ１６に接触する
以前に変位して、これらコンデンサ１８およびラジエータ１６の破損を防止するように構
成しており、特に、車両の軽衝突時には熱交換器部品を保護して、その部品交換をしなく
てもよいように成している。
【００３５】
　さらに、図２、図３、図５に示すように、上述の導風部２６は熱交換器１５の前方にお
いて該熱交換器１５の車幅方向の略全幅（この実施例では、車幅方向の全幅よりも長い距
離）にわたって配設されており、これにより、熱交換器１５の略全幅に対して走行風をス
ムーズに送風案内して、熱交換器１５の冷却性能を最大限向上させるように構成している
。
【００３６】
　図６に拡大側面図で示すように、上述の導風部２６はバンパレイン３の上部に配設され
た上部導風部２６Ａと、バンパレイン３の下部に配設された下部導風部２６Ｂとを有し、
これら上下の各導風部２６Ａ，２６Ｂを一体形成したもので、同図に示すように、上部導
風部２６Ａはその後方が下部導風部２６Ｂの後部直上の当接面２７に向けてなだらかに垂
下するように構成されている。　
　この構成により、図４、図６に示すように、導風部２６の上部導風部２６Ａ側に比較し
て、下部導風部２６Ｂ側に積極的に走行風を送風案内させて、熱交換器１５の冷却に対し
て有利となるものである。
【００３７】
　また、図５、図６に示すように、導風部２６をバンパレイン３に取付けた時、該導風部
２６の形状を保持する目的で、下部導風部２６Ｂの下面には車幅方向に所定の間隔を隔て
て複数のリブ２６Ｃを一体形成している。これら複数の各リブ２６Ｃは走行風を乱さない
ように車両の前後方向に指向させて形成したものであり、これら各リブ２６Ｃにより導風
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部２６の曲げ剛性の向上を図っている。
【００３８】
　図６に示すように、バンパレイン３の上部には所定量後方に延びる折曲げ部３ａを一体
形成すると共に、バンパレイン３の下部にも所定量後方に延びる折曲げ部３ｂを一体形成
している。これら各折曲げ部３ａ，３ｂはバンパレイン３に沿って車幅方向に延びるもの
で、導風部２６の上部導風部２６Ａの前部は複数のクリップ２８などの取付け部材を用い
て上側の折曲げ部３ａの上面に取付けられており、下部導風部２６Ｂの前部は接着剤を用
いて下側の折曲げ部３ｂの下面に接着固定されている。
【００３９】
　つまり、上述の導風部２６は図６に示すように、バンパレイン３に連結されると共に、
熱交換器１５との接触に伴ってバンパレイン３との連結が解徐、詳しくは、折曲げ部３ｂ
に接着された下部導風部２６Ｂの接着が剥がれるように構成したものである（図７参照）
。この連結解徐構造により、導風部２６の変位を容易に行なって、熱交換器１５の破損を
防止しつつ、クラッシュスペースを確保するものである。　
　さらに、図６に示すように、ＥＡ部材１１の後端部と、バンパレイン３の前側に位置す
るクロージングプレート１０と、導風部２６の前端部と、の上下両面は走行風を乱さない
ように面一状に形成されており、この構造により、走行風の渦の発生を防止し、該走行風
をスムーズに熱交換器１５に送風案内すべく構成している。
【００４０】
　図３、図４に示すように、導風部２６における下部導風部２６Ｂの下方には上述のイン
タクーラ４が離間して配設されており、このインタクーラ４の上面が上述の下部導風部２
６Ｂと略平行になるように該インタクーラ４を前傾配設させている。つまり、このインタ
クーラ４はその上部が下部に対して車両前方に位置するように前傾配置されており、また
、該インタクーラ４の後方下部において、上述のラジエータシュラウド１７には、車両衝
突時に該インタクーラ４を後方へ回動させてクラッシュスペースを拡大するための突起２
９を一体または一体的に設けている。
【００４１】
　ここで、図４に側面図で示すように、ＥＡ部材１１の下面と導風部２６における下部導
風部２６Ｂの下面とは段差がなく前後方向に連続するフラット面に形成されており、この
フラット面により走行風の渦の発生を防止し、該走行風をスムーズに熱交換器１５に送風
案内すべく構成している。　
　なお、図２、図３において、３１はフェンダ、３２はホイールハウス、３３はホイール
ハウス３２とカバー部材３０とを連結する連結部材であり、図４において、３４はボンネ
ットレインフォースメントである。また、図中、矢印Ｆは車両前方を示し、矢印Ｒは車両
後方を示し、矢印ＵＰは車両上方を示す。　
　図示実施例は上記の如く構成するものにして、以下作用を説明する。
【００４２】
　まず、非衝突時の通常の車両走行時における走行風の流れについて説明する。　
　上述のバンパレイン３と熱交換器１５との間には導風部２６を設けて、この導風部２６
の形状を、バンパレイン３から後方に行くに従ってその上下幅が小さくなる形状、所謂先
細り形状と成したので、車体前部の上部開口部２Ａにおける上部メッシュ部材１２の走行
風取入口、並びに、下部開口部２Ｂにおける下部メッシュ部材１３の走行風取入口から取
入れられた走行風は、図４に仮想線で示すように導風部２６で案内されてスムーズに熱交
換器１５に送ることができる。
【００４３】
　また、該導風部２６により、走行風取入口から取入れられた走行風が渦を巻くことがな
く、この走行風を熱交換器１５に案内させることができるので、走行風の流速が低下せず
、該熱交換器１５の冷却性能を向上させることができる。　
　一方、車両の軽衝突時には、図４に示すノーマル状態から図７に示すようになる。但し
、図７の仮想線αは図４と同一のノーマル状態を示す。
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【００４４】
　軽衝突時にＥＡ部材１１を介してクロージングプレート１０およびバンパレイン３に衝
撃力が入力されると、フロントサイドフレーム８前端のクラッシュカン９が圧縮変形する
ので、バンパレイン３は導風部２６を伴って後退する。　
　上述の導風部２６が後退すると、この導風部２６の当接面２７がラジエータシュラウド
１７の縦桟部２４（つまり、先当て部材）に接触して、この接触により導風部２６におけ
る下部導風部２６Ｂの接着が外れて、該導風部２６は該下部導風部２６Ｂの前部が車両前
方に変位するように変形する。
【００４５】
　すなわち、導風部２６が直接、コンデンサ１８およびラジエータ１６に接触することを
回避することができる。換言すれば、ラジエータシュラウド１７の先当て部材としての縦
桟部２４により、衝突時に導風部２６がコンデンサ１８およびラジエータ１６と接触する
以前に、該導風部２６が変形するので、コンデンサ１８、ラジエータ１６等の熱交換器部
品が破損するのを防止することができ、斯る軽衝突時には熱交換器部品の取替えを行なわ
なくてもよい。　
　上述の軽衝突時には、カバー部材３０は図４に示す略水平状態から図７に示すように前
下がり状に変位する。
【００４６】
　また、インタクーラ４は上記軽衝突時には変位しないが、このインタクーラ４に障害物
が直接当たるような衝突時においては、図７に仮想線βで示すように、該インタクーラ４
はその後方下部に位置する突起２９との当接部を支点として後方へ回動変位し、この回動
変位により車体前部のクラッシュスペースを確保するものである。
【００４７】
　このように、図１～図７で示す実施例の車両の前部車体構造は、車両の前部において前
後方向に延びる左右一対のフロントサイドフレーム８，８と、上記左右一対のフロントサ
イドフレーム８，８の前端同士を連結するバンパレイン３と、該バンパレイン３の後方に
配設された熱交換器１５と、を備えた車両の前部車体構造であって、上記バンパレイン３
と上記熱交換器１５との間には、車体前部から取入れられた走行風を該熱交換器１５に導
風する導風部２６が設けられ、該導風部２６は、上記バンパレイン３から後方に行くに従
ってその上下幅が小さくなる形状（いわゆる、先細り形状）に形成されたものである（図
２、図４参照）。
【００４８】
　この構成によれば、バンパレイン３と熱交換器１５との間に上述の導風部２６を設け、
この導風部２６の形状を、バンパレイン３から後方に行くに従ってその上下幅が小さくな
る形状、いわゆる先細り形状と成したので、車体前部から取入れられた走行風を該導風部
２６にてスムーズに熱交換器１５に送ることができる。　
　また、上記導風部１５により、走行風が渦巻くことがなく、該走行風を熱交換器１５に
案内させることができるので、走行風の流速が低下せず、熱交換器１５の冷却性能の向上
を図ることができる。さらに、車両デザインの自由度を達成しつつ、ラジエータ１６を効
率的に冷却することができる。
【００４９】
　さらに、上記導風部２６は、上記熱交換器１５の前面と近接する位置まで後方に延出さ
れたものである（図４参照）。　
　この構成によれば、上記導風部２６を熱交換器１５の前面と近接する位置まで後方に延
出したので、最大限走行風の乱流を防止しつつ、該走行風を熱交換器１５へ送風案内する
ことができる。
【００５０】
　加えて、上記熱交換器１５は車幅方向にわたって配設され、上記導風部２６は該熱交換
器１５の前方において該熱交換器１５の車幅方向の略全幅にわたって配設されたものであ
る（図２、図３参照）。　
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　この構成によれば、導風部２６を熱交換器１５の車幅方向の略全幅にわたって配設した
ので、該熱交換器１５の略全幅に走行風をスムーズに送風案内することができて、熱交換
器１５の冷却性能を最大限向上させることができる。
【００５１】
　また、上記導風部２６は、上記バンパレイン３の上部に配設された上部導風部２６Ａと
、バンパレイン３の下部に配設された下部導風部２６Ｂとを有し、上部導風部２６Ａはそ
の後方が下部導風部２６Ｂに向けて垂下するように構成されたものである（図６参照）。
　
　この構成によれば、導風部２６の上部導風部２６Ａ側に比較して、下部導風部２６Ｂ側
に積極的に走行風を送風案内させることができ、熱交換器１５の冷却に対して有利となる
。
【００５２】
　さらに、上記下部導風部２６Ｂの下方にはインタクーラ４が離間して配設され、該イン
タクーラ４の上面が上記下部導風部２６Ｂと略平行（望ましくは、平行）になるよう該イ
ンタクーラ４を前傾配設させたものである（図４参照）。　
　この構成によれば、インタクーラ４が配設された場合、その上面を下部導風部２６Ｂと
略平行に成すよう該インタクーラ４を前傾配設したので、導風部２６の下部導風部２６Ｂ
とインタクーラ４との隙（走行風が通過する隙間）を最大限に確保することができる。
【００５３】
　さらには、上記バンパレイン３の前部には車幅方向にわたって衝撃吸収部材（ＥＡ部材
１１参照）が配設され、上記衝撃吸収部材（ＥＡ部材１１）の後端部と、上記バンパレイ
ン３の前端部と、上記導風部２６の前端部と、の上下両面は面一状になるように形成され
たものである（図６参照）。　
　この構成によれば、衝撃吸収部材（ＥＡ部材１１）の後端部と、バンパレイン３の前端
部（この実施例では、クロージングプレート１０の上下両端部）と、導風部２６の前端部
とが面一状になるように形成したので、走行風の渦の発生を防止することができ、該走行
風をスムーズに上記熱交換器１５に送風案内することができる。
【００５４】
　図８、図９、図１０、図１１は車両の前部車体構造の他の実施例を示すものである。　
　図８に示す実施例は、導風部２６の形状を保持するためのリブ２６Ｃを、下部導風部２
６Ｂの上面に、車幅方向に所定の間隔を隔てて複数設けたものであり、これら複数のリブ
２６Ｃにより導風部２６の曲げ剛性の向上を図るように構成している。
【００５５】
　図８に示す実施例においても、その他の構成、作用、効果については先の実施例とほぼ
同様であるから、図８において前図（特に、図６）と同一の部分には、同一符号を付して
、その詳しい説明を省略する。
【００５６】
　図９に示す実施例は、導風部２６の取付け構造の他の実施例を示す。　
　図９に示すこの実施例では、上部導風部２６Ａの前端部上側に凹部２６ａを形成する一
方、合成樹脂製または金属製の押え部材３５を設け、バンパレイン３の上側の折曲げ部３
ａに導風部２６の上部導風部２６Ａ前端部を上載し、この上部導風部２６Ａの上記凹部２
６ａ上に押え部材３５を配置し、クリップ２８などの取付け部材で、これら三者３ａ，２
６Ａ，３５を一体的に取付け固定し、この取付け状態において、ＥＡ部材１１の後端部上
面と、バンパレインの前端部（詳しくは、クロージングプレート１０の上端部）と、押え
部材の上面３５とが面一状になるように形成したものである。
【００５７】
　このように構成すると、導風部２６における上部導風部２６Ａの締付け強度の向上を図
ることができる。図９に示すこの実施例においても、その他の構成、作用、効果について
は、先の実施例とほぼ同様であるから、図９において前図と同一の部分には、同一符号を
付して、その詳しい説明を省略する。
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【００５８】
　図１０に示す実施例は、導風部２６における上部導風部２６Ａおよび下部導風部２６Ｂ
の前端部を、それぞれクリップ２８などの取付け部材を用いて、バンパレイン３の上下の
折曲げ部３ａ，３ｂに取付けると共に、下部導風部２６Ｂには、熱交換器１５との接触に
伴って該導風部２６の下方への変位を促進する変形促進部としての切欠き部３６を形成し
たものである。該切欠き部３６は下部導風部２６Ｂの上面側に形成したが、これは下部導
風部２６Ｂの下面側に形成してもよいことは勿論である。　
　また、図１０に示すこの実施例においては、上部導風部２６Ａの下面側にリブ２６Ｃを
一体形成している。
【００５９】
　このように構成すると、車両の軽衝突時にバンパレイン３と共に、導風部２６が後退し
、この導風部２６の当接面２７がラジエータシュラウド１７の縦桟部２４（先当て部材）
に接触すると、上述の変形促進部としての切欠き部３６が破断され、該導風部２６の下方
への変位が促進される。　
　つまり、導風部２６に上記切欠き部３６（変形促進部）を設けたので、熱交換器１５と
導風部２６との接触の際に、該導風部２６を容易に変位させることができる。
【００６０】
　なお、図１０に示すこの実施例においても、その他の構成、作用、効果については、先
の実施例とほぼ同様であるから、図１０において前図と同一の部分には、同一符号を付し
て、その詳しい説明を省略する。
【００６１】
　図１１に示す実施例は、導風部２６の側面視形状を上記各実施例に対して上下逆の形状
と成したものである。　
　すなわち、導風部２６は、バンパレイン３の上部に配設されたフラットな上部導風部２
６Ａと、バンパレイン３の下部に配設された下部導風部２６Ｂとを有し、この下部導風部
２６Ｂはその後方が上部導風部２６Ａ後端直下の当接面２７に向けて、なだらかに立上が
るように構成したものである。　
　この場合、上部導風部２６Ａの前端はクリップ２８（前図参照）などの取付け部材を用
いて、バンパレイン３の上側の折曲げ部３ａに取付け固定し、下部導風部２６Ｂは接着剤
を用いて、バンパレイン３の下側の折曲げ部３ｂに、軽衝突時に外れるように、接着固定
すると共に、上部導風部２６Ａの下面にはリブ２６Ｃを一体形成して、導風部２６の曲げ
剛性の向上を図る。
【００６２】
　図１１で示すこの実施例の場合においても、開口面積が相対的に小さい上部開口部２Ａ
からの走行風に対して、開口面積が相対的に大きい下部開口部２Ｂからの走行風はその流
速が速いので、同図に仮想線で示すように熱交換器１５の後方下側にオイルクーラ３７が
設けられる場合には、下部開口部２Ｂから取入れた走行風による冷却領域を拡大し、オイ
ルクーラ３７が位置する下側の領域を積極的に冷却することができるので有効となる。
【００６３】
　図１１で示したこの実施例においても、その他の構成、作用、効果については、先の実
施例とほぼ同様であるから、図１１において前図と同一の部分には同一符号を付して、そ
の詳しい説明を省略する。
【００６４】
　この発明の構成と、上述の実施例との対応において、　
　この発明の衝撃吸収部材は、実施例のＥＡ部材１１に対応するも、　
　この発明は、上述の実施例の構成のみに限定されるものではない。　
　例えば、上記実施例においては、図１、図３で示したように、上述のインタクーラ４を
下部導風部２６Ｂの下方において車両の中央に配設したが、該インタクーラ４は車幅方向
の左右の何れかにオフセットした位置に配設してもよい。
【符号の説明】
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【００６５】
３…バンパレイン
４…インタクーラ
８…フロントサイドフレーム
１１…ＥＡ部材（衝撃吸収部材）
１５…熱交換器
２６…導風部
２６Ａ…上部導風部
２６Ｂ…下部導風部

【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】 【図１２】
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