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front-rear direction, of the airflow collision wall
(24); and an another airflow guide wall (22) that is
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a front end section, in the front-rear direction, of the
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(57) 要約 ホイール/ \ ウス内を効果的に整流す
ることができる車両用空力構造を得る。 車両
用空力構造 ( 1 O) は、ホイール/ \ ウス ( 1 4 )
内における前輪 ( 1 5 ) の回転軸心 よ りも車体
前後方向の後側に、車幅方向に延在されると共に
車体上下方向の下側を向 <空気流衝突壁 ( 2 4 )
と、該空気流衝突壁 ( 2 4 ) の車体前後方向の
後端部から車体上下方向の下向きに延設 された

空気流案内壁 ( 2 2 ） と、空気流衝突壁 ( 2 4 ) の車体前後方向の前端部から車体上下方向の上向きに延設 された
別の空気流案内壁 ( 2 2 ） とが設けられている。
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明 細 苫

亜両用空力構造

技術分野

０００1 本発明は、ホイールハウス内の空気流を整流するための車両用空力構造に関する

背景技術

０００2 自動亜のホイールハウス内における亜輪に対する前側 は亜幅方向内側にバッフ

ルを固定して構成された空ヵスタビライザが知られている (例えば、特表 2 ００3

772 号公報参照 ) 。また、英国特許出願公開第2265785 号明細菩に開示する技術

が知られている。

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、上記の如き従来の技術では、ホイールハウスからバッフルが突出して

いるので、亜輪との干渉を避ける等の種々の制約があり、十分な整流効果を得ること

が困難であった。

０００4 本発明は、上記事実を考慮して、ホイールハウス内を効果的に整流することができ

る亜両用空力構造を得ることが 目的である。

課題を解決するための手段

０００5 本発明の第 の態様に係る亜両用空力構造は、ホイールハウス内における亜輪の

回伝軸心ょりも亜体前後方向の後側に、亜幅方向に延在されると共に亜体上下方向

の下側を向く空気流衝突壁と、該空気流衝突壁の車体前後方向の後端部から亜体

上下方向の下向きに延設された下壁と、前記空気流衝突壁の車体前後方向の前端

部から亜体上下方向の上向きに延設された上確とが設けられており、かつ、前記空

気流衝突壁と前記上確とで成す角部は、亜幅方向の少なくとも一部において、前記

空気流衝突壁と前記下壁とで成す角部に対する亜体前後方向の突出高さが亜幅方

向に沿って徐変されている。

０００6 この態様にょれば、亜輪の回伝に伴って該亜輪の後方からホイールハウス内への



空気流が生じる。この空気流の一部は、空気流衝突壁に衝突する。これにより、空気

流衝突壁と下壁とで形成される凹(満)状部分の廻りで圧力が上昇し、ホイールハウ

スへの空気流入が抑制される。また、空気流衝突壁が亜輪の回伝中心よりも後方に

位置するので、亜輪回伝に伴ぅホイールハウスへの空気流入が上流 (入口)側にて抑

制され、ホイールハウスに流入した空気が側方から排出されることが抑制される。

０００7 そして、上記の如く空気流衝突壁を有する亜両用空力構造では、空気流衝突壁と

上確との角部が亜輪側に凸の凸部なり、回伝する亜輪に巻き上げられる石等が衝突

しやすいが、本亜両用空力構造では、上記凸部の突出高さが亜幅方向に沿って徐

変されているので、上記石等による損傷 (ダメージ)を軽減させることができる。すなわ

ち、例えば突出高さの低い部分において、上記石等の衝突に対する強度が増したり

、石等の衝突確率を減らしたりする構造にすることができる。

０００8 このよぅに、本車両用空力構造では、ホイールハウス内を効果的に整流することが

できる。

０００9 上記態様の車両用空力構造において、前記空気流衝突壁は、前記ホイールハウス

は、亜幅方向の内側部分が亜幅方向外側部分よりも亜体前後方向の後側に位置す
るよぅに形成されており、前記空気流衝突壁と前記上確とで成す角部は、亜幅方向

の内端を含む該亜幅方向の少なくとも一部において、前記突出高さが亜幅方向の内

側ほど小さくなるよぅに徐変されている。

００1０ この態様によれば、例えば亜輪の包絡線との関係上、ホイールハウスは亜幅方向

外側部分よりも内側部分のほぅが亜体前後方向の後方に位置している。このため、ホ

イールハウスの亜幅方向内端で通常は、空気流衝突壁、上確 (及びこれらの角部を

亜幅方向内側から覆ぅ内側壁) で頂部が形成されるよぅな場合においても、本車両用

空力構造では、この頂部が形成されなくなるか、又は頂部の突出高さが低くなるので

、該頂部の損傷 (ダメージ)を軽減することができる。

００11 記態様の車両用空力構造において、前記空気流衝突壁と前記上確とで成す角

部は、前記空気流衝突壁の亜幅方向の内端を含む該亜幅方向の少なくとも一部に

おいて、亜体前後方向の前端部 は後端部が亜幅方向に対し傾斜されることで、前

記突出高さが亜幅方向の内側ほど小さくなるよぅに徐変されている。



００12 この態様によれば、衝突壁と上確との角部の突出高さが連続的に徐変されるので、

徐変構造の途中に角部 (段部 )等が形成されることがない。

発明の効果

００13 以上説明したよぅに本発明に係る亜両用空力構造は、ホイールハウス内を効果的

に整流することができるれづ優れた効果を有する。

図面の簡単な説明

００14 図 本発明の実施形態に係る亜両用空力構造の一部を拡大して示す斜視図である

図2 本発明の実施形態に係る亜両用空力構造の概略全体構成を模式的に示す側

断面図である。

図3 図 の3 線に沿った平面断面図である。

図4 本発明の実施形態に係る亜両用空力構造の一部を拡大して示す側断面図で

ある。

図5A 本発明の実施形態に係る亜両用空力構造が適用された自動亜の斜視図であ

る。

図5B 本発明の実施形態との比較例に係る自動亜の斜視図である。

図6 本発明の実施形態の第 変形例に係る亜両用空力構造を示す図3に対応する

平面断面図である。

図7 本発明の実施形態の第2変形例に係る亜両用空力構造を示す図3に対応する

平面断面図である。

図8 本発明の第実施形態との比較例に係る亜両用空力構造を示す斜視図である。

発明を実施するための最良の形態

００15 本発明の実施形態に係る亜両用空力構造 ０について、図 ～図5に某づいて説

明する。なお、各図に適宜記す矢印 、矢印 P、矢印 、及び矢印o は、そ

れぞれ亜両用空力構造 ０が適用された自動亜sの前方向 (進行方向) 、上方向、亜

幅方向内側、及び外側を示しており、以下単に上下前後及び亜幅方向の内外を示

す場合は上記各矢印方向に対応している。また、この実施形態では、亜両用空力構

造 ０は、それぞれ亜輪としての左右の前輪 5、後輪 6にそれぞれ適用されるが、



各亜両用空力構造 ０は某本的に同様 (左右の場合は対称 ) に構成されるので、以

下、主に前輪用の左右一方の車両用空力構造 ０について説明することとする。

００16 図2には、亜両用空力構造 ０が適用された自動亜S の前部が、亜幅方向内側から

見た模式的な側断面図にて示されている。また、図3には、自動亜Sの前部が、模式

的な平面断面図にて示されている。これらの図に示される如く、自動亜S は、その車

体を構成するフロントフェンダパネル 2を備えており、フロントフェンダパネル 2には

、前輪 5の伝舵を許容するために側面視で下向きに開口する略半円弧状に形成さ

れたホイールアーチ 2 が形成されている。図示は省略するが、フロントフェンダパ

ネル 2の内側にはフェンダエプロンが結合されており、フェンダエプロンにはホイー

ルハウスインナが設けられている。これにより、自動亜Sの前部には、前輪 5が伝舵

可能に配設されるホイールハウス 4が形成されている。

００17 また、ホイールハウス 4の内側には、側面視でホイールアーチ 2 に対応しかつ

該ホイールアーチ 2 よりも若干大径の略円弧状形成されると共に、平面視で前輪

5を覆い隠す略矩形状に形成されたフェンダライナ 8が配設されている。したがっ
て、フェンダライナ 8は、側面視でホイールアーチ 2 から露出しないようにホイー

ルハウス 4内に収容されている。このフェンダライナ 8は、前輪 5の略上半分を前

方、上方、後方から覆い、泥や小石などがフェンダエプロン (ホイールハウスインナ)

等に当たることを防止するようになっている。フェンダライナ 8は、例えば、樹脂成形

(インジェクション成形やバキューム成形 ) にて形成された樹脂製とされたり、不織布

を某材又は表皮材とした構成とされる。

００18 そして、亜両用空力構造 ０を構成するフェンダライナ 8は、側面視で前輪 5側に

開ロする凹状部 (満部) 2０を有する。この実施形態では、凹状部2０は、フェンダライ

ナ 8における前輪 5の後側に位置する部分 (前輪 5と亜体上下方向にオーバラッ

プする部分) に設けられている。より具体的には、図2に示される如く、フェンダライナ

8における前輪 5の回転軸線 Cよりも後方部分のうち、前輪 5の回転軸線 Cを
。通る水平線 との間に角 d

。
く０く9０ を成す仮想直線 が交差する

部分Cよりも後下方の領城 内の一部 は全部に丘って、凹状部2０が設けられるよ

うになっている。



。００19 角 ０は、凹状部2０の設置範囲の上限側では、5０ 以下とすることすることが好ま
。しく、4０ 以下とすることが一屑好ましく、この実施形態では、3０。程度とされている

。また、凹状部2０の設置範囲の下限側を規定する角度 巳 は、前輪 5の回伝軸線

Cからホイールハウス 4の後下端部を結ぶ仮想直線 2と水平線 との成す角とさ

れている。ホイールハウス 4の後下端部は、例えばフェンダライナ 8の後下端とする

ことができる。

００2０ 図 及び図2に示される如く、凹状部2０は、上記の通り前輪 5側に向けて開口して

おり、該開口部2０ においてフェンダライナ 8 (ホイールハウス 4)の周方向に沿ぅ

幅が最大となる側面視略三角形状を成している。より具体的には、凹状部2０は、開

口部2０ の下縁2０ から略上方に向けて延びる空気流案内壁22と、空気流案内壁

22の後上端22 から開口部2０ の上縁2０Cに向けて延びる空気流衝突壁24とを

有し構成されている。

００2 1 空気流衝突壁24は、空気流案内壁22に対し側面の長さ (三角形の辺の長ぎが 、

とされている。これにより、図 に示される如く空気流案内壁22は、前輪 5の回伝 ( 自

動亜Sを前進させる方向である矢印 方向の回伝) に伴って生じる空気流 (前輪 5

の接線方向に略沿った空気流 )を、凹状部2０内に案内するよぅ該空気流 に略沿っ
た方向に延在している。一方、空気流衝突壁24は、空気流 に向かぅよぅに延在して

おり、凹状部2０に流入した空気流 が衝突するよぅになっている。

００22 以上により、亜両用空力構造 ０では、凹状部2０によって空気流 の一部が塞き止

められて該凹状部2０内の圧力が上昇し、これに伴い凹状部2０の開口部2０ と前輪

との間の圧力が上昇する構成とされている。この圧力上昇によって亜両用空力構

造 ０では、空気流 のホイールハウス 4内への流入を抑制するよぅになっている。

００23 また、図 ～3に示される如く、フェンダライナ 8には、複数にの実施形態では2つ

の凹状部2０が該フェンダライナ 8の周方向に並列して設けられている。この実施

形態では、フェンダライナ 8の周方向に隣接する凹状部2０は、開口部2０ の下縁2

、上縁2０Cが略一致している。すなわち、複数の凹状部2０は、フェンダライナ 8

の周方向に連続的に断面視三角形状の凸凹 (波状 )を成すよぅに形成されている。

複数の凹状部2０のぅち、最も後下方に位置する凹状部2０は、フェンダライナ 8の後



下端部 8 に位置している。

００24 したがって、この実施形態では、最も後下方に位置する凹状部2０を構成する空気

流衝突壁24に対し、該最も後下方に位置する凹状部2０の空気流案内壁22が本発

明の下壁に相当すると共に、上側の凹状部2０の空気流案内壁22が本発明の上確

に相当する。一方、上側の凹状部2０を構成する空気流衝突壁24に対しては、該上

側の凹状部2０の空気流案内壁22が本発明の下壁に相当すると共に、該空気流衝

突壁24の前端 (開口部2０ の上縁2０C) に連続するフェンダライナ 8の一般面を成

す一般壁部28が本発明の上確に相当する。

００25 また、図 及び図3に示される如く、各凹状部2０は、亜幅方向に沿って延在されて

おり、該亜幅方向の外端は側壁26にて封止されている。この実施形態では、凹状部

2０は、中立位置 (姿勢) に位置する前輪 5に対し亜幅方向の全幅に丘りオーバラッ

プするよぅに形成されている。

００26 一方、各凹状部2０の亜幅方向内端は、該亜幅方向内向きに開口された開放端と

されている。図3に示される如く、フェンダライナ (ホイールハウス 4)は、タイヤ包

絡線 との関係上、亜幅方向の内端 8 が外端 8Cに対し亜体前後方向の後側に

位置している。タイヤ包絡線 は、前輪 5の伝舵、バウンスを含む亜体に対する全

ての相対変位の軌跡のぅち最も外側 (亜体近接側) の軌跡を示している。このタイヤ

包絡線 は、フェンダライナ 8の亜幅方向内端の近傍で最も亜体前後方向の後側

のビーク を有するので、フェンダライナ 8の後部は、図3に示される如く、亜幅方

向の内端 8 が外端 8Cに対し亜体前後方向の後側に位置するよぅに、その内面

が亜幅方向 (某準線W参照 ) に対し傾斜されている。

００27 そして、亜両用空力構造 ０では、同じ凹状部2０を構成する空気流衝突壁24 (下

壁 ) と空気流案内壁22との角部である凹側稜線㎞と、空気流衝突壁24と上側の凹

状部2０の空気流案内壁22 ( 壁 )又は一般壁部28との角部である凸側稜線 fとの

距離 (図4に示す突出高さ )は、図 及び図3に示される如く、亜幅方向に沿って徐

変されている。以下、具体的に説明する。

００28 図3に示される如く、亜両用空力構造 ０では、凹側稜線㎞は、亜幅方向 (某準線

W) に略沿って形成されており、凸側稜線 (上縁2０C) は、亜幅方向内端 f が亜



幅方向外端 foに対し亜体前後方向の後側に位置するよぅに、亜幅方向 (某準線W

) に対し傾斜されている。この実施形態ては、亜幅方向内端 f は、凹側稜線㎞に略

一致するよぅに、空気流衝突壁24か平面視て略三角形状に形成されている。

００29 この実施形態ては、フェンタライナ 8は、前輪 5側を向いて周縁部を形成するフラ

ンシ3０を備えており、フランシ3０と凹状部2０の亜幅方向内端との間には、わすかな

段差 (3 以下の段差) か形成されている。段差 は、凹状部2０の亜幅方向内端

か、フランシ3０における凹状部2０よりも車幅方向内側に位置する部分よりも前輪 5

側に突出する方向に形成されている。

００3０ また、図 及ひ図2に示される如く、亜両用空力構造 ０は、前輪 5側に開口するよ

ぅにフェンタライナ 8に設けられた周方向偕としてのカイト偕 34を備えている。カイト

偕 34は、凹状部2０(のぅち最も上前方に位置するもの) よりも亜体前後方向の前側を

某端34 とし、フェンタライナ 8の周方向に沿って長手とされて、核フェンタライナ

8の前下端部 8 の近傍部分か終端34 とされている。カイト偕 34は、凹状部2０と

は非速通とされている。

００3 1 このカイト偕 34は、某瑞34 、終端34 における偕底かそれそれテ一パしてフェン

タライナ 8の一般面を成す一般壁部28 (凹状部2０、カイト偕 34の開口面) に柑らか

に連続しており、凹状部2０(ホイールハウス 4)の周方向に沿った空気流かスムース

に流入出するよぅになっている。図 に示される如く、この実施形態ては、亜幅方向に

並列した複数 (2本 ) のカイト偕 34か設けられている。これらのカイト偕 34は、フェン

タライナ 8の内周に沿って後方から前方に向かぅ空気流を、某端34 から流入させ

て終端34 から排出されるよぅに案内する構成とされている。換言すれは、各カイト

偕 34 における亜幅方向に対向する一対の壁34C か、亜幅方向に向かぅ空気流か生

しることを防止する構成とされている。なお、以上ては、2木のカイト偕 34か設けられ

た例を示したか、カイト偕 34は、 本たけ設けられても良く、3本以上段けられても良

００32 後輪 6用の車両用空力構造 ０について補足すると、図5 に示される如く、自動

車S ては、リヤフェンタパネル36のホイールアーチ36 の内側にホイールハウス 4

か形成されており、核ホイールハウス 4内に後輪 6か配置されている。後輪 6用の



亜両用空力構造 ０は、伝舵輪ではない( は伝舵角が 、さい) 後輪 6のタイヤ包絡

線 が転舵輪である前輪 5のタイヤ包絡線 と典なる以外は、某本的に前輪 5の

ための車両用空力構造 ０と同様に構成されている。すなわち、後輪 6用の車両用

空力構造 ０は、該後輪 6を覆ぅリヤホールハウスライナ (以下の説明では、前輪 5

用と区別することなく、フェンダライナ 8といぅ) に凹状部2０、ガイド満34を形成する

ことで構成されている。

００33 また、図2及び図5 に示される如く、亜両用空力構造 ０は、前輪 5、後輪 6の前

方にそれぞれ配置され、亜幅方向に延在するスパッ"ソ32を備えている。スパッ"ソ32

ほ、自動亜Sの走行に伴ぅ走行風がホイールハウス 4内に流入することを防止する

構成とされている。亜両用空力構造 ０は、スパッツ32を備えない構成としても良い。

００34 次に、本実施形態の作用を説明する。

００35 上記構成の車両用空力構造 ０が適用された自動車Sでは、自動車Sの走行に伴

って前輪 5が矢印 方向に回伝すると、この前輪 5の回伝に引きずられるよぅにし

て、前輪 5の後方からホイールハウス 4に略上向きに流入する空気流 が生じる。

この空気流 の一部は、空気流案内壁22に案内されて凹状部2０に流入し、空気流

衝突壁24に衝突する。このため、空気流 の一部が塞き止められて凹状部2０内の

圧力が上昇し、この圧力上昇範囲が凹状部2０と前輪 5との間の空間まで及ぶ。こ

れにより、亜両用空力構造 ０では、前輪 5の後方からホイールハウス 4内への空

気の流入抵抗が増大し、該ホイールハウス 4への空気の流入が抑制される。

００36 同様に、亜両用空力構造 ０が適用された自動車Sでは、後輪 6の回伝によって

空気流の一部が空気流衝突壁24で塞き止められることで生じる凹状部2０廻りの圧

力上昇によって、ホイールハウス 4内への空気の流入抵抗が増大し、該ホイールハ

ウス 4への空気の流入が抑制される。

００37 また、空気流 の他の一部は、凹状部2０の設置領城を超えてホイールハウス 4内

に流入する。この空気流 の少なくとも一部は、遠心力で外周側を流れよぅとしてガイ

ド満34に流入し、該ガイド満34に案内されて終端34 側から排出される。

００38 このよぅに、実施形態に係る亜両用空力構造 ０では、凹状部2０がホイールハウス

4への空気流入を抑制するため、自動亜S のフロア下からホイールハウス 4に流入



しよぅとする空気流 が弱く、該ホイールハウス 4の周辺の空気流の乱れが防 (整

流 ) される。具体的には、図5 に示される如く、フロア下の空気流 fが乱されることが

防止されて、フロア下ではスムースな空気流 fが得られる。

００39 また、ホイールハウス 4への流入空気呈が減少して該ホイールハウス 4の側方か

ら排出される空気最も減少する。特に、ホイールハウス 4に空気流 が流入する最

上流部である後下縁部 4 に凹状部2０が配設されているため、換言すれば、最上

流部で空気流 を塞き止めるため、ホイールハウス 4の側方から排出される空気呈

をより減少させることができる。これらにより、自動亜Sでは、側面に沿ぅ空気流 sが乱

されることが防止されて、側面ではスムースな空気流 sが得られる。

００4０ 以上により、亜両用空力構造 ０が適用された自動亜Sでは、凹状部2０の作用によ

って、空気抵抗 (C 値) の低減、操縦安定性の向上、風切り音の低減、スプラッシュ(

前輪 5、後輪 6による路面からの水の巻き上げ) の低減等を図ることができる。

００4 1 また、亜両用空力構造 ０では、凹状部2０の前方にガイド満34が設けられているた

め、ホイールハウス 4の内側、及び側方の空気流が整流される。具体的には、ガイド

満34 によってホイールハウス 4内の空気流 が前輪 5、後輪 6の回伝方向に沿っ
て (平行に)流れるため、ホイールハウス 4内での空気流の乱れ (前輪 5、後輪 6

への空気力の付与) が防止される。また、ホイールハウス 4の側方すなわちホイール

アーチ 2 36 を経由した空気排出が抑制されるので、自動亜Sでは、スムースな

空気流 sが得られる。

００42 このため、亜両用空力構造 ０が適用された自動亜5では、ガイド満34の作用によ

っても空気抵抗の低減、操縦安定性の向上、風切り音の低減、スプラッシュの低減等

を図ることができる。したがって、前輪 5、後輪 6のそれぞれに亜両用空力構造 ０

が設けられた自動亜Sでは、図5 に示される如く、亜体の前部、後部の何れにおい

ても、側面及びフロア下で乱れの原因となる吹き出しのないスムースな空気流 f s

が得られ、これらの流れが亜体の後方でスムースに合流する (矢印 参照 )。

００43 図5 に示す比較例との比較で補足すると、亜両用空力構造 ０を備えない比較例

2００では、前輪 5、後輪 6の回伝に伴ってホイールハウス 4内に空気流 が生じ、

この流入が前輪 5、後輪 6の直後方 (ホイールハウス 4への空気流発生部 )でフ口



ア下の空気流 fの乱れを生じさせる。また、ホイールハウス 4内に流入した空気流

は、ホイールアーチ 2 を経由して亜体側方に排出され (矢印 参照 ) 、空気流 s

の乱れを生じさせる。これらに起因して、亜体の後方で合流する にも乱れを生じる

００44 これに対して、亜両用空力構造 ０が適用された自動亜Sでは、上記の如く前輪 5

、後輪 6の後方からホイールハウス 4への空気流入が凹状部2０によって抑制され

ると共に、該ホイールハウス 4内に流入した空気流がガイド満34にて整流されるの

で、上記の通り、空気抵抗の低減、操縦安定性の向上、風切り音の低減、スプラッシ

ュの低減等を実現することができた。

００45 特に、亜両用空力構造 ０では、複数の凹状部2０が連続的に設けられているため

、前輪 5、後輪 6の後方からホイールハウス 4への空気流入を一屑効果的に抑制

することができる。すなわち、凹状部2０の車体内部側への突出呈を抑えたコンパクト

な構成で、十分な整流効果を得ることができる。また、ガイド満34が凹状部2０と非速

通とされているので、凹状部2０からガイド満34に空気が流れて凹状部2０の圧力が

低下してしまぅことがなく、ホイールハウス 4への空気流 の流入抑制効果と、ホイー

ルハウス 4に流入した空気流 の整流効果とを効果的に両立することができる。

００46 また、亜両用空力構造 ０では、凹状部2０、ガイド満34がフェンダライナ 8の一般

壁部2 に対し凹んで位置するため、前輪 5、後輪 6との干渉が問題となることがな

い。したがって、前輪 5、後輪 6との干渉防止のために寸法形状や配置等につい
て制約を受けることがなく、空力上の要求性能に某づいて凹状部2０、ガイド満34を

設計することができる。

００47 そして、亜両用空力構造 ０では、凸側稜線 fの凹側稜線㎞に対する突出高さ

が亜幅方向構内端に向け徐減されているので、前輪 5、後輪 6が巻き上げる飛び

石等による損傷を受け離い。この点を図8に示す比較例との比較で説明する。

００48 図8に示される比較例に係る亜両用空力構造 ００では、フェンダライナ ０ は、空

気流案内壁 ０2と空気流衝突壁 ０4とから成る凹状部 ０6を有している。空気流衝

突壁 ０4と上側の凹状部 ０6の空気流案内壁 ０2又は一般壁部28との角部である

凸側稜線 fcは、亜幅方向に略沿って延在している (図3の想像線も参照 )。そして、



、タイヤ包絡線 との関係上、亜幅方向内端か外端に対し亜

体前後方向の後側に位置する構造てあるのて、例えは側壁26に対向して凸側稜線

fcよりも前方に突出する側壁を亜幅方向内端に投けることかてきない。このため、亜

両用空力構造 ００ては、空気流衝突壁 ０4と、上側の凹状部 ０6の空気流案内壁

０2又は一般壁部2 と、フランン3０とを繋く側壁 (亜両用空力構造 ０の段差 に相

当) との3面から成る頂部Pか形成されている。この頂部Pは、飛ひ石、砂、水等により

損傷を受けやすい。

００49 例えは、フェンタライナ 8を樹脂のハキューム成形にて形成する場合、頂部Pはフ

ェンタライナ 8の背肉部として形成されやすく、飛ひ石等か衝突すると穴開き等か生

しることか野念される。また例えは、フェンタライナ 8を樹脂の射出成形にて形成す

る場合、頂部Pを厚肉に形成することか可能てあるか、飛ひ石による傷つきて表面か

白化し見栄えか悪化することか野念される。さらに例えは、防音性能を得るために腐

食を某材又は表皮材としてフェンタライナ 8を形成する場合、頂部Pへの飛ひ石等

による打撃によって表面の毛羽立ちによる見栄えの悪化や、穴開きによる防音性能

の低下か野念される。またさらに例えは、フェンタライナ 8を企属材にて構成したり、

フェンタライナ 8に代えて亜体の板企部分に凹状部2０を形成したりする場合、頂部

Pへの飛ひ石等による打撃によって全装 (対チノプ全装や防錆全装を含む) か剥か

れ、企属の露出(雰囲気暴露 )部分に錆か生しすることか野念される。

００5０ これに対して、亜両用空力構造 ０ては、上記の面り凸側稜線 fの凹側稜線㎞に

対する突出高さ か亜幅方向構内端に向け徐減されているのて、上記の面り各種損

傷 (タメーン)を受けやすい頂部Pか形成されす、又は頂部Pの突出高さか小さくなる

ため、飛ひ石等による損傷を受けることか抑制される。換言すれは、亜両用空力構造

０は、頂部Pか形成されす、又は頂部Pの突出高さか小さくなる構成により、飛ひ石

等の衝突に対する強度 (耐性 ) か増し、又は、飛ひ石等の衝突確卒か減しられる。な

お、飛ひ石によりフェンタライナ 8か受ける損傷は、飛ひ石の径か3 程度てある

場合に最大になるとの知見に某つき、亜両用空力構造 ０ては、頂部P又は段差 か

形成される構成において、咳頂部P、段差 の凹側稜線㎞に対する突出高さを3

以内とすることか望ましい。



００5 1 なお、上記した実施形態では、凸側稜線 fが凹側稜線㎞に対し全体として直線的

に傾斜されて該凸側稜線 fの凹側稜線㎞に対する突出高さ が徐変される例を示

したが、本発明はこれに限定されず、例えば、図6、図7に示される如き変形例に係る

構成としても良い。

００5 2 図6に示される変形例に係る亜両用空力構造4０では、凸側稜線 fの亜幅方向外

側の一部は亜幅方向に略沿って延在しており、凸側稜線 fの亜幅方向の内側部分

が凹側稜線㎞に対し傾斜される (突出高さ が徐変されるにとで、頂部Pが形成され

ない、又は頂部Pの突出高さが 体い構成が実現されている。

００5 3 図7に示される変形例に係る亜両用空力構造5０では、凸側稜線 fの亜幅方向外

側の一部は亜幅方向に略沿って (亜両用空力構造 ００の凸側稜線 fcと同程度に

傾斜して)延在しており、凹側稜線㎞が亜幅方向 (凸側稜線 f) に対し傾斜されるこ

とで、突出高さ が徐変される構成が実現されている。この構成によっても、頂部Pが

形成されない、又は頂部Pの突出高さが 体い構成が実現される。

００54 また、上記した実施形態では、凹状部2０が2つ設けられた例を示したが、本発明は

これに限定されず、例えば、要求される空力性能等に応じて つ又は3つ以上の凹

状部2０を有する構成とすることができる。

００5 5 さらに、上記した実施形態では、亜両用空力構造 ０がガイド満34を有する例を示

したが、本発明はこれに限定されず、例えば、ガイド満34を有しない構成としても良

００56 またさらに、上記した実施形態では、凹状部2０がホイールハウス 4の後下縁部 4

に配設された例を示したが、本発明はこれに限定されず、例えば、凹状部2０は、

前輪 5、後輪 6の回伝軸線 Cに対し亜体前後方向の後側の如何なる部分に配置

しても良い。



請求の範囲

ホイールハウス内における亜輪の回伝軸心よりも亜体前後方向の後側に、亜幅方

向に延在されると共に亜体上下方向の下側を向く空気流衝突壁と、該空気流衝突壁

の車体前後方向の後端部から亜体上下方向の下向きに延設された下壁と、前記空

気流衝突壁の車体前後方向の前端部から亜体上下方向の上向きに延設された上確

とが設けられており、

かつ、前記空気流衝突壁と前記上確とで成す角部は、亜幅方向の少なくとも一部

において、前記空気流衝突壁と前記下壁とで成す角部に対する亜体前後方向の突

出高さが亜幅方向に沿って徐変されている亜両用空力構造。

2 前記ホイールハウスは、亜幅方向の内側部分が亜幅方向外側部分よりも亜体前後

方向の後側に位置するよぅに形成されており、

前記空気流衝突壁と前記上確とで成す角部は、亜幅方向の内端を含む該亜幅方

向の少なくとも一部において、前記突出高さが亜幅方向の内側ほど 、さくなるよぅに

徐変されている請求項 記載の車両用空力構造。

3 前記空気流衝突壁と前記上確とで成す角部は、前記空気流衝突壁の亜幅方向の

内端を含む該亜幅方向の少なくとも一部において、亜体前後方向の前端部 は後

端部が亜幅方向に対し傾斜されることで、前記突出高さが亜幅方向の内側ほど 、さ

くなるよぅに徐変されている請求項2記載の車両用空力構造。
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