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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両のサイドメンバに固定される裏板と、
　該裏板より前方に配置され、各々孤立した部材により密閉されたチャンバ空間を区画す
る複数のチャンバ部材と、
　該チャンバ空間の圧力を検出する圧力センサと、
を有し、該チャンバ空間の圧力の変化から衝突を検知する衝突検知手段であって、
　該圧力センサがそれぞれもうけられた複数の該チャンバ部材が車両の幅方向に複数並ん
だ状態で複数配置され、
　複数の該チャンバ部材は、該車両の幅方向で隣接した該チャンバ部材同士が当接した状
態で配置され、かつ該チャンバ部材自身の有する特性により異なるつぶれ特性を有してい
ることを特徴とする衝突検知手段。
【請求項２】
　複数の前記チャンバ部材は、中央部のチャンバ部材と、両端部のチャンバ部材のつぶれ
特性が異なる請求項１記載の衝突検知手段。
【請求項３】
　複数の前記チャンバ部材は、中央部に配置されるひとつのチャンバ部材と、両端部に配
置されるふたつのチャンバ部材と、の少なくとも３つのチャンバ部材からなる請求項２記
載の衝突検知手段。
【請求項４】
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　前記中央部に配置されるチャンバ部材は、前記両端部に配置されるチャンバ部材より大
きな外周形状を有する請求項３記載の衝突検知手段。
【請求項５】
　前記チャンバ部材は、隣接したチャンバ部材と対向した側面壁が、他の側面壁より軟質
の材料により形成された請求項１記載の衝突検知手段。
【請求項６】
　前記チャンバ部材は、隣接したチャンバ部材と対向した側面壁の少なくとも一部が、前
記裏板の表面に対して傾斜した傾斜部をもつ請求項１記載の衝突検知手段。
【請求項７】
　前記チャンバ部材は、前記裏板と背向した表面が前記車両の外周面に沿って湾曲した形
状に形成された請求項１記載の衝突検知手段。
【請求項８】
　前記チャンバ部材は、上面壁および／または下面壁の少なくとも一部に、水平方向に対
して交差する方向に広がる傾斜壁部をもつ請求項１記載の衝突検知手段。
【請求項９】
　前記傾斜壁部は、前記上面壁および／または前記下面壁の全面に形成された請求項８記
載の衝突検知手段。
【請求項１０】
　前記傾斜壁部は、平面をなすように形成された請求項８記載の衝突検知手段。
【請求項１１】
　前記傾斜壁部は、前記チャンバ空間に対して凹および／または凸をなすように形成され
た請求項８記載の衝突検知手段。
【請求項１２】
　前記傾斜壁部は、前記車両の前後方向にのびる波形に形成された請求項８記載の衝突検
知手段。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両に取り付けられ車両に対する衝突物の衝突を検知する衝突検知手段に関
し、詳しくは、車両のバンパへの衝突物を検知する衝突検知手段に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、車両において事故時の安全性の向上が図られている。車両の安全性に関して、事
故時に車両の搭乗者の安全性を確保するだけでなく、車両に歩行者が衝突したときに歩行
者が致命的なダメージを受けないことも求められてきている。
【０００３】
　車両に衝突した歩行者の保護手段としては、車両に衝突してボンネットに倒れ込んでき
た歩行者が受ける傷害値（歩行者が受ける衝撃）を下げる方法が考えられている。歩行者
が受ける衝撃を下げることで、歩行者が致命的なダメージを受けることを抑える。このよ
うな保護装置において歩行者などの車両への衝突を検知することが重要となっている。
【０００４】
　車両への衝突を検知する手段としては、例えば、特許文献１に開示されている。
【０００５】
　特許文献１には、車両のフロントセンサであって、当該フロントセンサが、接触センサ
として形成されている形式のものにおいて、当該フロントセンサが、少なくとも１つのキ
ャビティを有しており、該キャビティ内に、それぞれ１つの感知素子が設けられており、
当該フロントセンサが、感知素子によって、キャビティの変形に依存して衝突を検知する
ようになっていることを特徴とする車両のフロントセンサが開示されている。
【０００６】
　しかしながら、特許文献１には、歩行者衝突を探知することができる別のセンサを組み



(3) JP 5011934 B2 2012.8.29

10

20

30

40

50

付けることが開示されている。つまり、特許文献１に開示された車両のフロントセンサは
、歩行者の衝突の検知には不適である。
【０００７】
　車両のバンパへの歩行者の衝突の検知を目的として特許文献１に記載の検出方法を車両
のバンパに適用することについて検討したところ、図２１に示した構成の衝突検知手段が
考えられた。この構造は、図２１に示したように、サイドメンバＦｍに固定されたバンパ
リインフォースメント１と車両のバンパの外周面を形成するバンパカバー４との間に密閉
されたチャンバ空間（気密空間、特許文献１のキャビティに相当する空間）を区画するチ
ャンバ部材２を配置し、この空間内の圧力変動から歩行者の衝突を検知する。
【０００８】
　このような構造においては、チャンバ部材２の車両前方の表面は、バンパカバー４の形
状にそった湾曲形状となるように形成されている。つまり、車両の前後方向におけるチャ
ンバ部材の厚みが車両の幅方向で変化している。このような構造のチャンバ部材に衝突物
が衝突したときに、衝突物の衝突の条件が同じでも、衝突場所によってチャンバ部材に生
じる変形量が異なると考えられる。具体的には、車両の幅方向の中央部はバンパがつぶれ
るための距離が長く（図２２の衝突物による変形量Ｓ１）、両端部近傍は距離が短い（図
２３の衝突物による変形量Ｓ２（Ｓ１＞Ｓ２））。このため、同じ条件の衝突が生じても
、衝突物の衝突場所が異なると変形量が異なり、変形により生じるチャンバ空間の体積変
化量が異なるようになる。体積変化量が異なると、圧力変化量が異なるようになる。つま
り、衝突場所により圧力変化の割合が異なるようになる。
【０００９】
　このような衝突検知手段では、衝突の検知を行うことはできるが、衝突物の判定（人体
か否かといった判定）を行うことが困難となっていた。
【特許文献１】特表２００５－５３８８８１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は上記実状に鑑みてなされたものであり、車両のバンパへの歩行者の衝突を検知
できる衝突検知手段を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するために本発明者らは車両のバンパへ組み付けることができる衝突検
知手段について検討を重ねた結果本発明をなすに至った。
【００１２】
　本発明の衝突検知手段は、車両のサイドメンバに固定される裏板と、裏板より前方に配
置され、各々孤立した部材により密閉されたチャンバ空間を区画する複数のチャンバ部材
と、チャンバ空間の圧力を検出する圧力センサと、を有し、チャンバ空間の圧力の変化か
ら衝突を検知する衝突検知手段であって、圧力センサがそれぞれもうけられたチャンバ部
材が車両の幅方向に複数並んだ状態で複数配置され、複数のチャンバ部材は、車両の幅方
向で隣接したチャンバ部材同士が当接した状態で配置され、かつチャンバ部材自身の有す
る特性により異なるつぶれ特性を有していることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の衝突検知手段は、チャンバ空間の圧力を測定するチャンバ部材を複数個もち、
それぞれのチャンバ部材に対応した判定条件で判定をすることで、衝突物が衝突したとき
にチャンバ部材の変形の形態が異なっていても高い精度で衝突を検知（判定）できる。ま
た、複数のチャンバ部材のそれぞれのつぶれ特性を変化させておくことで、チャンバ部材
の変形量が小さくても衝突の検知を行うことができる。つまり本発明の衝突検知手段は、
衝突部位による測定誤差が生じなくなっている。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１４】
　本発明の衝突検知手段は、車両のサイドメンバに固定される裏板と、裏板より前方に配
置され、各々孤立した部材により密閉されたチャンバ空間を区画する複数のチャンバ部材
と、チャンバ空間の圧力を検出する圧力センサと、を有し、チャンバ空間の圧力の変動か
ら衝突を検知する。つまり、本発明の衝突検知手段は、車両のサイドメンバが構成するバ
ンパに取り付けられ、車両のバンパへの歩行者等の衝突を検知する。
【００１５】
　そして、本発明の衝突検知手段は、圧力センサがそれぞれもうけられた複数のチャンバ
部材が車両の幅方向に複数並んだ状態で複数配置され、複数のチャンバ部材が、車両の幅
方向で隣接したチャンバ部材同士が当接した状態で配置され、かつチャンバ部材自身の有
する特性により異なるつぶれ特性を有している。つまり、本発明の衝突検知手段は、チャ
ンバ空間の圧力を測定するチャンバ部材を複数個もち、それぞれのチャンバ空間の圧力を
測定する。このとき、それぞれのチャンバ空間の大きさが異なっていても、それぞれのチ
ャンバ部材に対応した判定条件で判定をすることで、衝突物が衝突したときにチャンバ部
材の変形の形態が異なっていても高い精度で衝突を検知（判定）できる。そして、複数の
チャンバ部材のうち、衝突物が衝突した部分に対応した位置に配置されたチャンバ部材の
チャンバ空間の圧力の変化から衝突の検知を行う。これにより、衝突部位による測定誤差
が生じなくなっている。
【００１６】
　裏板は、車両のサイドメンバに固定される部材であり、これにより本発明の衝突検知手
段は車両のバンパに組み付けられ、車両のバンパへの衝突を検知できるようになる。裏板
は、サイドメンバに固定されたバンパリインフォースメントやクラッシュボックスに固定
する構成でもよいが、車両のサイドメンバに直接固定することがより好ましい。さらに好
ましくは、裏板がバンパリインフォースメントよりなることである。裏板がバンパリイン
フォースメントであることで、裏板となる部材を新たに追加する必要がなくなり、コスト
の上昇を抑えられる。
【００１７】
　チャンバ部材は、密閉されたチャンバ空間を区画する部材である。そして、チャンバ部
材は、裏板より前方（車両の前方ではなく、衝突物が衝突する表面方向を示す）に配置さ
れる。チャンバ部材が裏板の前方に配置されることで、車両のバンパに組み付けられ、車
両のバンパへの衝突を検知できるようになる。
【００１８】
　本発明の衝突検知手段は、車両へ衝突物が衝突をしたときに、衝突物がチャンバ部材（
複数のチャンバ部材のうち、衝突物が衝突した部位に対応したチャンバ部材）を押圧し、
チャンバ空間内の圧力を変動（上昇）させる。そして、この衝突時のチャンバ空間の圧力
変動を圧力センサで測定し、圧力センサの測定結果から衝突を検知する。
【００１９】
　本発明の衝突検知手段は、車両のバンパに組み付けられる。通常、車両のバンパは、車
両の外周面を形成する。つまり、本発明の衝突検知手段は、車両の外周面を形成するバン
パカバーを有することが好ましい。
【００２０】
　本発明の衝突検知手段がバンパカバーを有するとき、バンパカバーは、チャンバ部材の
前方（車両の前方ではなく、衝突物が衝突する表面方向を示す）に位置していればよい。
チャンバ部材の前方の表面とバンパカバーとは、間隔を隔てた状態で配置されていても、
両者が当接した状態で配置されていても、いずれでもよい。ここで、チャンバ部材とバン
パカバーとが間隔を隔てて配置されたときに、衝突物が衝突しない状態でのバンパカバー
の変形を規制できることから、両者の間に充填部材を配置したことが好ましい。
　複数のチャンバ部材は、中央部のチャンバ部材と、両端部のチャンバ部材のつぶれ特性
が異なることが好ましい。
　複数のチャンバ部材は、中央部に配置されるひとつのチャンバ部材と、両端部に配置さ
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れるふたつのチャンバ部材と、の少なくとも３つのチャンバ部材からなることが好ましい
。
　中央部に配置されるチャンバ部材は、両端部に配置されるチャンバ部材より大きな外周
形状を有することが好ましい。
【００２１】
　複数のチャンバ部材は、隣接したチャンバ部材と当接した状態で配置されている。この
ような構成となることで、隣接したチャンバ部材同士の間にすき間が生じなくなり、衝突
物の衝突の検知を行うことができる。すき間が存在すると、このすき間に対応した部分に
衝突物が衝突したときに、衝突の検知が困難となる。ここで、隣接したチャンバ部材同士
は、チャンバ部材の少なくとも一部が当接した状態であればよく、お互いの対向面が全面
で当接してることが好ましいが全面で当接していなくてもよい。
【００２２】
　本発明の衝突検知手段において、衝突を生じてチャンバ部材が変形するときに、チャン
バ部材を構成する壁はチャンバ部材の変形を規制しないことが好ましい。具体的には、チ
ャンバ部材を構成する壁（チャンバ部材のチャンバ空間を区画する側面壁）が衝突時にチ
ャンバ部材に付与される応力に平行にもうけられたときに、壁自身の剛性がチャンバ部材
の変形を規制するおそれがある。チャンバ部材の変形が規制されると、チャンバ空間の圧
力の変化量が小さくなり、衝突検知手段の測定精度を低下させる。そして、チャンバ部材
の変形を規制しなくなると、このような検出精度の低下のおそれがなくなる。隣接したチ
ャンバ部材の側面壁が位置した部分は、対向する二つの側面壁が存在するため、特に検出
精度の低下を生じやすくなっており、隣接したチャンバ部材の側面壁が位置した部分は、
より変形を規制しない形態であることが好ましい。
【００２３】
　チャンバ部材は、隣接したチャンバ部材と対向した側面壁が、他の側面壁より軟質の材
料により形成されたことが好ましい。このような構成となることで、衝突物が衝突してチ
ャンバ部材を押圧したときに、隣接したチャンバ部材と対向した側面壁が変形するために
押圧力が使われなくなり、衝突物からの応力がチャンバ部材を変形させることのみに使用
されるようになる。つまり、衝突物の衝突のエネルギーのロスが生じなくなる。具体的に
は、隣接したチャンバ部材と対向した側面壁が硬質の材質により形成された場合には、チ
ャンバ部材の変形をこの側面壁が規制することとなり、加えられた応力のロスが発生する
。また、この側面壁が硬質の材料よりなると、チャンバ部材が変形したときの変形量も少
なくなり、チャンバ空間の圧力の変化が小さくなり、衝突の検出精度が低下するおそれが
ある。
【００２４】
　チャンバ部材は、隣接したチャンバ部材と対向した側面壁の少なくとも一部が、裏板の
表面に対して傾斜した傾斜部をもつことが好ましい。このような構成となることで、衝突
物が衝突したときのチャンバ部材の変形の仕方（たとえば、隣接したチャンバ部材と対向
した側面壁の倒れ方）が一定となり、変形の仕方が異なるときに生じる測定結果の出力の
バラツキが発生しなくなる。つまり、衝突の検出精度の低下が抑えられる。
【００２５】
　チャンバ部材の隣接したチャンバ部材と対向した側面壁の少なくとも一部が傾斜するこ
とで衝突時に生じる側面壁の変形を一定の方向に案内することができ、チャンバ部材の変
形の仕方が一定になる。ここで、側面壁の少なくとも一部が傾斜していれば好ましく、側
面壁の全面が傾斜したことがより好ましい。
【００２６】
　ここで、チャンバ部材の側面壁の一部を構成する傾斜面は、平面状であっても、湾曲面
状であっても、いずれでもよい。また、平面と湾曲面とを組み合わせて形成してもよい。
【００２７】
　チャンバ部材は、裏板と背向した表面が車両の外周面に沿って湾曲した形状に形成され
たことが好ましい。このような構成となることで、バンパカバーと略一致する表面（バン
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パカバーにそった表面）をもつチャンバ部材となり、衝突物が衝突しない状態でのバンパ
カバーの変形を規制できる。
【００２８】
　チャンバ部材の裏板に背向した表面が車両の外周面にそって形成されたときに、チャン
バ部材と裏板の対向面は、間隔を隔てていても、両者が当接していてもいずれでもよい。
チャンバ部材と裏板とが、間隔を隔てて配置されたときに、衝突物が衝突しない状態での
バンパカバーの変形を規制できることから、両者の間に充填部材を配置したことが好まし
い。
【００２９】
　チャンバ部材は、上面壁および／または下面壁の少なくとも一部に、水平方向に対して
交差する方向に広がる傾斜壁部をもつことが好ましい。上面壁および／または下面壁が傾
斜壁部をもつことで、衝突時にチャンバ部材の変形が規制されなくなり、衝突の検出精度
の低下を抑えることができる。ここで、上面壁とはチャンバ部材を形成する壁（側面壁）
の一部をなす壁であり、車両の上下方向の上面側に位置する壁（側面壁）である。下面壁
とは上面壁に背向した壁（側面壁）である。一般的に上面壁および下面壁は、水平方向に
広がる状態で配置されている。そして、車両のバンパへ衝突したときも、車両の前後方向
（水平方向）にチャンバ部材が押圧される。このとき、上面壁および下面壁は、チャンバ
部材の変形する方向に広がる平板状に形成されている（傾斜壁部をもたない形状に形成さ
れている）と、上面壁および下面壁自身の剛性により、変形が規制されることとなる。対
して、上面壁および下面壁に傾斜壁部が形成されると、車両の前後方向の応力がチャンバ
部材に加わったときには、上面壁および下面壁自身の剛性が応力を打ち消すことが押さえ
られる。つまり、加えられた応力によるチャンバ部材の変形が規制されなくなっている。
この結果、検出精度の低下が発生するおそれがなくなる。
【００３０】
　傾斜壁部は、上面壁および／または下面壁の全面に形成されたことが好ましい。傾斜壁
部が上面壁および／または下面壁の全面に形成されることで、加えられた応力によるチャ
ンバ部材の変形がより規制されなくなる。
【００３１】
　本発明において、傾斜壁部の傾斜形状については、水平方向に対して交差する方向に広
がるように形成されていれば特に限定されるものではなく、水平方向に対して交差する平
面状、曲面状、あるいは平面と曲面を組み合わせた形状のいずれでもよい。傾斜壁部は、
平面をなすように形成されたことが好ましい。
【００３２】
　また、傾斜壁部が曲面をなすときに、傾斜壁部は、チャンバ空間に対して凸となるよう
に湾曲していても、凹となるように湾曲していても、凹と凸とが組み合わされた形状であ
っても、いずれでもよい。傾斜壁部は、チャンバ空間に対して凹および／または凸をなす
ように形成されたことが好ましい。
【００３３】
　傾斜壁部は、車両の前後方向にのびる波形に形成されたことが好ましい。ここで、傾斜
壁部を構成する波形は、車両の前後方向に凹凸が繰り返される形状であればよく、平面に
より凹凸が繰り返す形状（蛇腹形状）であっても、曲面により凹凸が繰り返す形状であっ
てもいずれでもよい。傾斜壁部が波形に形成されると、チャンバ部材に応力が加えられた
ときに、波形の波の周期（車両の前後方向の長さ）が短くなるようにチャンバ部材が圧縮
される。このように、波形（蛇腹形状）は、容易にチャンバ部材に変形を生じる形状であ
り、傾斜壁部が波形を持つことでチャンバ部材の変形が規制されなくなっている。この結
果、検出精度の低下が発生するおそれがなくなる。
【００３４】
　本発明の衝突検知手段は、組み付けられる車両のバンパへの衝突物の検知に効果を発揮
するが、車両バンパと歩行者の衝突を検知することが好ましい。
【００３５】
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　本発明の衝突検知手段は、圧力センサからの検出信号からチャンバ空間の圧力変動を求
め、衝突の判定を行う演算手段をもつことが好ましい。演算手段をもつことで、衝突の判
定を行うことができるだけでなく、衝突時の圧力変動から衝突物の判定を行うことができ
る。そして、歩行者であると判定したときには、車両の外部にもうけられた歩行者保護手
段に作動信号を発することができる。
【実施例】
【００３６】
　以下、実施例を用いて本発明を説明する。
【００３７】
　本発明の実施例として、衝突検知手段を製造した。
【００３８】
　（実施例１）
　本実施例の衝突検知手段は、バンパリインフォースメント１、三つのチャンバ部材２，
２，２、圧力センサ３および演算手段（図示せず）と、から構成される。本実施例の衝突
検知手段の構成を図１に示した。
【００３９】
　バンパリインフォースメント１は、表面が車両の前方に対向した略帯状の金属板である
。バンパリインフォースメント１は、帯ののびる方向が車両の幅方向にそった状態で、一
対のフロントサイドメンバＦｍに固定される。バンパリインフォースメント１が固定され
る車両のフロントサイドメンバＦｍは、車両のエンジンルームの前方に突出した一対の部
材である。
【００４０】
　チャンバ部材２は、内部にチャンバ空間２０を区画した断面方形状の略方形状の外周形
状をもつ部材である。そして、この三つのチャンバ部材（２Ａ，２Ｂ，２Ｃ）がバンパリ
インフォースメント１ののびる方向にそって並んだ状態で、バンパリインフォースメント
１の表面上に固定・配置されている。なお、三つのチャンバ部材２，２，２のうち、車両
の幅方向の両端部に配置されたチャンバ部材２Ａ，２Ｃは、外周形状が同じとなるように
形成された。また、中央部に配置されたチャンバ部材２Ｂは、他のチャンバ部材２Ａ，２
Ｃよりも大きな外周形状となるように形成された。そして、バンパリインフォースメント
１に固定された状態で、両端部に配置されたチャンバ部材２Ａ，２Ｃのバンパリインフォ
ースメント１に背向した表面（前面）が一致し、中央部に配置されたチャンバ部材２Ｂの
前面は両端部に配置されたチャンバ部材２Ａ，２Ｃの前面より前方に位置している。（図
１）
【００４１】
　本実施例の衝突検知手段において、三つのチャンバ部材２，２，２のうち、中央部のチ
ャンバ部材２Ｂと両端部のチャンバ部材２Ａ，２Ｃのつぶれ特性（チャンバ部材２のつぶ
れやすさ）が異なる。
【００４２】
　圧力センサ３は、チャンバ部材２のチャンバ空間２０の圧力を測定するためのセンサで
あり、それぞれのチャンバ部材２に組み付けられている。
【００４３】
　演算手段は、圧力センサ３に接続され、圧力センサ３の検出信号からチャンバ空間２０
の圧力を算出するとともに、算出された圧力から衝突の判定を行う。演算手段は、あらか
じめ車両に搭載された演算手段としてもよい。好ましくは、乗員保護装置や歩行者保護装
置の演算手段である。
【００４４】
　本実施例の衝突検知手段による衝突の検知について以下に説明する。
【００４５】
　本実施例の衝突検知手段が組み付けられた車両のバンパは、図２に示したように、バン
パーカバー４がチャンバ部材２を被覆し、車両のバンパの外表面を形成している。
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【００４６】
　バンパーカバー４が組み付けられた状態において、本実施例の衝突検知手段は、三つの
チャンバ部材２，２，２のそれぞれの前面の一部がバンパーカバー４の内周面に当接した
状態となっている。つまり、本実施例の衝突検知手段は、チャンバ部材２とバンパーカバ
ー４との間隔が最も短くなるように（チャンバ部材２の前面とバンパーカバー４とのすき
間が最も小さくなるように）、方形状のチャンバ部材２の大きさ（特に、チャンバ部材２
の車両の前後方向の長さ）が決定された。本実施例の衝突検知手段は、チャンバ部材２の
前面の一部がバンパーカバー４と当接したことで、バンパーカバー４がチャンバ部材２に
支持された。この支持により、バンパに衝突物が衝突していない状態で、バンパーカバー
４が変形することが規制され、バンパ（バンパーカバー４）の見栄えの低下が抑えられた
。
【００４７】
　この車両のバンパに衝突物が衝突すると、衝突物が車両のバンパを押圧することとなる
。衝突物は、車両のバンパのバンパーカバー４を介してアブソーバ４を押圧する。そして
、アブソーバ４は、チャンバ部材２よりも硬質となるように形成されており、アブソーバ
４が変形する（応力を吸収する）より前に、チャンバ部材２が変形する。
【００４８】
　このチャンバ部材２の変形により、チャンバ空間２０の内部の圧力が上昇し、圧力セン
サ３が圧力の変化を測定し、演算手段が圧力の変化を検出する。そして、演算手段は、圧
力の変化（上昇）から車両に衝突物が衝突したと判定する。また、演算手段は、圧力の変
化の度合い（変化割合）から衝突物が歩行者等の人体あるいはそれに類するものであるか
、他の車両など硬い構造物であるかを判定することもできる。このとき、演算手段には、
車両の速度データも入力されたことが好ましい。
【００４９】
　本実施例の衝突検知手段が組み付けられた車両のバンパの中央部に衝突物が衝突したと
する。衝突物が衝突すると、衝突物がバンパリインフォースメント１方向にバンパカバー
１を押圧し、衝突した部分が変形（圧縮）する。この圧縮により、中央部のチャンバ部材
２Ｂは変形するが、両端部のチャンバ部材２Ａ，２Ｃは変形を生じない。つまり、車両の
バンパの中央部へ衝突物が衝突したときには、中央部のチャンバ部材２Ｂの圧力の変化か
ら衝突の判定を行う。
【００５０】
　中央部に衝突物が衝突したときに、中央部のチャンバ部材２Ｂの圧力からだけでなく、
両端部のチャンバ部材２Ａ，２Ｃの圧力の変化も参照してもよい。
【００５１】
　また、本実施例の衝突検知手段が組み付けられた車両のバンパの一方の端部（チャンバ
部材２Ａの前方）に衝突物が衝突したとする。衝突物が衝突すると、衝突物がバンパリイ
ンフォースメント１方向にバンパーカバー４を押圧し、衝突した部分からバンパーカバー
４が変形（圧縮）する。このバンパーカバー４の変形により、一方の端部のチャンバ部材
２Ａが変形するとともに、バンパーカバー４の変形にともなって中央部のチャンバ部材２
Ｂも変形する。また、他方の端部のチャンバ部材２Ｃは変形を生じない。車両のバンパの
一方の端部へ衝突物が衝突したときには、一方の端部のチャンバ部材２Ａの圧力の変化か
ら衝突の判定を行う。
【００５２】
　一方の端部に衝突物が衝突したときに、一方の端部のチャンバ部材２Ａの圧力からだけ
でなく、中央部のチャンバ部材２Ｂおよび他方の端部のチャンバ部材２Ｃの圧力の変化も
参照してもよい。
【００５３】
　より好ましくは、三つのチャンバ部材２，２，２すべての圧力の変化から、補正出力を
求め、この補正出力から衝突の判定および衝突物の判定を行うことである。
【００５４】
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　本実施例の衝突検知手段は、中央部のチャンバ部材２Ｂと両端部のチャンバ部材２Ａ，
２Ｃのつぶれ特性（チャンバ部材２のつぶれやすさ）が異なるように形成されており、両
端部のように衝突による変形量が中央部よりも小さくても、チャンバ空間の圧力の変化を
衝突の判定に有効に利用できる。
【００５５】
　つまり、上記したように、本実施例の衝突検知手段は、衝突物が衝突したときの衝突の
検知および衝突物の判定を高い精度で行うことができる効果を発揮した。つまり、本実施
例の衝突検知手段は、検出精度にすぐれた衝突検知手段となっている。
【００５６】
　（実施例２）
　本実施例は、チャンバ部材２の数が異なる以外は、実施例１と同様な衝突検知手段であ
る。本実施例の衝突検知手段の構成を図３に示した。
【００５７】
　本実施例の衝突検知手段は、実施例１の時と同様にしてそれぞれのチャンバ部材２のチ
ャンバ空間の圧力変化から衝突の検知及び判定を行うことができ、実施例１の時と同様の
効果を発揮する。
【００５８】
　本実施例は、図２に示したように、チャンバ部材２の数が実施例１の時よりも多くなっ
ている。これにより、それぞれのチャンバ部材の前面とバンパーカバー４との距離が短く
なり、衝突検知手段（チャンバ部材２の前面）とバンパーカバー４とのすき間が小さくな
った。衝突検知手段（チャンバ部材２の前面）とバンパーカバー４とのすき間が小さくな
ると、衝突物が車両のバンパに衝突してバンパーカバー４が変形したときに、バンパーカ
バー４とチャンバ部材２の前面とがすぐに接触することとなり、衝突物がチャンバ部材２
すぐに変形させることとなる。つまり、バンパーカバー４とチャンバ部材２の前面とが接
触するまでバンパーカバー４を変形させることに要する衝突のエネルギーは、チャンバ部
材２の変形に寄与しないため、衝突検知手段による検知精度を低下させる。すき間が小さ
くなることで、この検知精度の低下が抑える効果が得られた。
【００５９】
　（実施例３）
　本実施例は、チャンバ部材２の前面がバンパーカバー４に当接するように形成された（
バンパーカバー４の内周面と略一致する外周形状をもつ）以外は、実施例２と同様な衝突
検知手段である。本実施例の衝突検知手段の構成を図４に示した。
【００６０】
　本実施例の衝突検知手段は、実施例１の時と同様にしてそれぞれのチャンバ部材２のチ
ャンバ空間の圧力変化から衝突の検知及び判定を行うことができ、実施例１の時と同様の
効果を発揮する。
【００６１】
　本実施例の衝突検知手段は、それぞれのチャンバ部材２，２，２の前面とバンパーカバ
ー４とが当接したことで、バンパーカバー４とチャンバ部材２の前面とがすぐに接触する
こととなり、衝突物がチャンバ部材２すぐに変形させることとなっている。つまり、バン
パーカバー４とチャンバ部材２の前面とが接触するまでバンパーカバー４を変形させるこ
とに要する衝突のエネルギーは、チャンバ部材２の変形に寄与しないため、衝突検知手段
による検知精度を低下させるが、このすき間が存在しないため、この検知精度の低下が抑
えられる効果が得られた。
【００６２】
　（実施例４）
　本実施例は、複数のチャンバ部材２，２，２…それぞれの当接面を区画する側面壁２１
が、他の側面壁２２（たとえばチャンバ部材２の前面を区画する側面壁）よりも変形しや
すく形成された以外は、実施例３と同様な衝突検知手段である。本実施例の衝突検知手段
の構成を図５～６に示した。なお、図５は本実施例の衝突検知手段の構成を示した図であ
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り、図６はひとつのチャンバ部材の断面を示した図である。
【００６３】
　本実施例の衝突検知手段は、実施例３の時と同様にしてそれぞれのチャンバ部材２のチ
ャンバ空間の圧力変化から衝突の検知及び判定を行うことができ、実施例３の時と同様の
効果を発揮する。
【００６４】
　さらに、本実施例の衝突検知手段は、側面壁２１が他の側面壁２２より柔軟性をもつよ
うに形成されたことで、衝突物がバンパに衝突したときに側面壁２１がチャンバ部材２の
変形を規制しなくなった。具体的には、側面壁２１は、衝突物が衝突する方向である車両
の前後方向にのびた状態で形成されており、側面壁２１が硬質の材料で形成されていると
、この側面壁２１がリブの効果を発揮してチャンバ部材２が車両の前後方向に変形するこ
とを規制する。これに対し、側面壁２１が柔軟性をもつように形成されたことで、チャン
バ部材２の変形を規制しなくなり、チャンバ部材２がつぶれたときに生じる変形量の変化
を抑えることができた。
【００６５】
　（実施例５）
　本実施例は、三つのチャンバ部材２，２，２をもち、それぞれのチャンバ部材同士の当
接面がバンパリインフォースメント１の前面に対して傾斜した状態で形成されている。ま
た、本実施例の衝突検知手段は、チャンバ部材２の前面がバンパーカバー４に当接するよ
うに（バンパーカバー４の内周面と略一致する外周形状をもつように）形成されている。
本実施例の衝突検知手段の構成を図７に示した。
【００６６】
　本実施例の衝突検知手段は、実施例１の時と同様にしてそれぞれのチャンバ部材２のチ
ャンバ空間の圧力変化から衝突の検知及び判定を行うことができ、実施例１の時と同様の
効果を発揮する。
【００６７】
　さらに、本実施例の衝突検知手段は、隣接したチャンバ部材と当接する当接面が、バン
パリインフォースメント１の前面に対して傾斜したことで、衝突物が衝突したときのチャ
ンバ部材２の変形の仕方（たとえば、チャンバ部材２の当接面の倒れ方）が一定となり、
変形の仕方が異なるときに生じる測定結果の出力のバラツキが発生しなくなった。つまり
、本実施例の衝突検知手段は、衝突の検出精度の低下が抑えられた。
【００６８】
　（実施例６）
　本実施例は、それぞれのチャンバ部材２同士の当接面の傾斜状態が異なる以外は実施例
５と同様な衝突検知手段である。本実施例の衝突検知手段の構成を図８に示した。
【００６９】
　本実施例のチャンバ部材２同士の当接面は、車両の前後方向で傾斜の方向が変化した（
それぞれバンパリインフォースメント１の前面に対して異なる傾斜角をもつ二つの傾斜面
をもつ）ように形成されている。
【００７０】
　本実施例の衝突検知手段は、実施例５の時と同様にしてそれぞれのチャンバ部材２のチ
ャンバ空間の圧力変化から衝突の検知及び判定を行うことができ、実施例５の時と同様の
効果を発揮する。
【００７１】
　（実施例７）
　本実施例は、それぞれのチャンバ部材２同士の当接面の傾斜状態が異なる以外は実施例
６と同様な衝突検知手段である。本実施例の衝突検知手段の構成を図９に示した。
【００７２】
　本実施例のチャンバ部材２同士の当接面は、図８の傾斜面が湾曲面により形成されてい
る。より具体的には、両側に位置するチャンバ部材２Ａ，２Ｃが、中央に位置するチャン
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バ部材２Ｂ方向に突出した形状を有すると共に、中央に位置するチャンバ部材２Ｂは、チ
ャンバ部材２Ａ，２Ｃとの対向面が、チャンバ部材２Ａ，２Ｃの突出した湾曲形状に略一
致する湾曲形状をもつように形成されている。
【００７３】
　本実施例の衝突検知手段は、実施例６の時と同様にしてそれぞれのチャンバ部材２のチ
ャンバ空間の圧力変化から衝突の検知及び判定を行うことができ、実施例６の時と同様の
効果を発揮する。
【００７４】
　（実施例８）
　本実施例は、三つのチャンバ部材２，２，２をもち、それぞれのチャンバ部材同士の当
接面が直線を組み合わせた波形に形成されている。また、チャンバ部材２の上面および下
面を形成する上面壁２３および下面壁２４は、直線を組み合わせた波形に形成された蛇腹
部２５を有するように形成されている。
【００７５】
　本実施例の衝突検知手段は、チャンバ部材２の前面がバンパーカバー４に当接するよう
に（バンパーカバー４の内周面と略一致する外周形状をもつように）形成されている。本
実施例の衝突検知手段の構成を図１０～１１に示した。図１０には本実施例の衝突検知手
段の構成を、図１１には図１０中のＩ－Ｉ線におけるチャンバ部材２の断面を示した。
【００７６】
　チャンバ部材２の当接面の波形は、互いに異なる傾斜であるとともに鋭角的に交差する
二つの傾斜面が車両の前後方向において繰り返されて形成されている。
【００７７】
　また、チャンバ部材２の蛇腹部２５も、当接面の波形と同様に、車両の前後方向におい
て繰り返されて形成されている。
【００７８】
　本実施例の衝突検知手段は、実施例１の時と同様にしてそれぞれのチャンバ部材２のチ
ャンバ空間の圧力変化から衝突の検知及び判定を行うことができ、実施例１の時と同様の
効果を発揮する。
【００７９】
　さらに、本実施例の衝突検知手段は、隣接したチャンバ部材と当接する当接面が、波形
に形成されたことで、衝突物が衝突したときのチャンバ部材２の変形の仕方が一定となり
、変形の仕方が異なるときに生じる測定結果の出力のバラツキが発生しなくなった。つま
り、本実施例の衝突検知手段は、衝突の検出精度の低下が抑えられた。
【００８０】
　さらに、本実施例の衝突検知手段においては、チャンバ部材２が上面壁２３および下面
壁２４が蛇腹部２５をもつことで、チャンバ部材２のつぶれ荷重の増加が抑えられ、衝突
の検出精度の低下が抑えられた。
【００８１】
　（実施例９）
　本実施例は、それぞれのチャンバ部材２同士の当接面の波形が異なる以外は実施例８と
同様な衝突検知手段である。本実施例の衝突検知手段の構成を図１２に示した。
【００８２】
　本実施例のチャンバ部材２同士の当接面は、図１２に示されたように、なめらかな表面
をもつ波形に形成されている。より具体的には、本実施例のチャンバ部材２の波形は、実
施例８の波形の傾斜面の交差する部分をなめらかな形状とした波形である。そして、車両
の前後方向に沿って波形がのびた状態で形成されている。
【００８３】
　本実施例の衝突検知手段は、実施例８の時と同様にしてそれぞれのチャンバ部材２のチ
ャンバ空間の圧力変化から衝突の検知及び判定を行うことができ、実施例８の時と同様の
効果を発揮する。
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【００８４】
　（実施例１０）
　本実施例は、三つのチャンバ部材２，２，２をもち、それぞれのチャンバ部材同士の当
接面が部分的に当接する形状に形成されている。本実施例の衝突検知手段は、チャンバ部
材２の前面がバンパーカバー４に当接するように（バンパーカバー４の内周面と略一致す
る外周形状をもつように）形成されている。本実施例の衝突検知手段の構成を図１３に示
した。
【００８５】
　チャンバ部材２は、それぞれの当接面が図１３に示したように、対向するチャンバ部材
２方向に突出した湾曲形状を有している。つまり、チャンバ部材２は、車両の幅方向に最
も突出した部分（突出した湾曲形状の先端部）が、チャンバ部材２の車両の前後方向にお
ける中央部に位置している。そして、隣接したチャンバ部材２，２同士はその先端部で当
接した状態で配置されている。
【００８６】
　本実施例の衝突検知手段は、実施例１の時と同様にしてそれぞれのチャンバ部材２のチ
ャンバ空間の圧力変化から衝突の検知及び判定を行う。また、チャンバ部材２，２の当接
部近傍に衝突を生じたときには、隣接した二つのチャンバ部材２，２に変形を生じる。こ
のため、二つのチャンバ部材２，２のそれぞれのチャンバ空間の圧力変化の測定結果から
演算を行い、衝突の検知及び判定を行う。
【００８７】
　本実施例の衝突検知手段は、実施例１の時と同様にしてそれぞれのチャンバ部材２のチ
ャンバ空間の圧力変化から衝突の検知及び判定を行うことができ、実施例１の時と同様の
効果を発揮する。
【００８８】
　（実施例１１）
　本実施例は、それぞれのチャンバ部材２同士の当接部が異なる以外は実施例１０と同様
な衝突検知手段である。本実施例の衝突検知手段のチャンバ部材２の構成を図１４に示し
た。
【００８９】
　本実施例のチャンバ部材２同士の当接面は、図１４に示されたように、なめらかな表面
をもつ湾曲形状を有するとともに、チャンバ部材２の車両の前後方向における車両の前方
側に最も突出した部分（隣接するチャンバ部材２への当接部）が位置している。
【００９０】
　本実施例の衝突検知手段は、実施例１０の時と同様にしてそれぞれのチャンバ部材２の
チャンバ空間の圧力変化から衝突の検知及び判定を行うことができ、実施例１０の時と同
様の効果を発揮する。
【００９１】
　（実施例１２）
　本実施例は、それぞれのチャンバ部材２同士の当接部が異なる以外は実施例１０と同様
な衝突検知手段である。本実施例の衝突検知手段のチャンバ部材２の構成を図１５に示し
た。
【００９２】
　本実施例のチャンバ部材２同士の当接面は、図１５に示されたように、なめらかな表面
をもつ湾曲形状を有するとともに、チャンバ部材２の車両の前後方向における車両の後方
側（サイドメンバ側）に最も突出した部分（隣接するチャンバ部材２への当接部）が位置
している。
【００９３】
　本実施例の衝突検知手段は、実施例１０の時と同様にしてそれぞれのチャンバ部材２の
チャンバ空間の圧力変化から衝突の検知及び判定を行うことができ、実施例１０の時と同
様の効果を発揮する。
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【００９４】
　（実施例１３）
　本実施例は、三つのチャンバ部材２，２，２をもち、それぞれのチャンバ部材同士の当
接面が部分的に当接する形状に形成されている。本実施例の衝突検知手段は、チャンバ部
材２の前面がバンパーカバー４に当接するように（バンパーカバー４の内周面と略一致す
る外周形状をもつように）形成されている。本実施例の衝突検知手段の構成を図１６に示
した。
【００９５】
　チャンバ部材２は、それぞれの当接面が図１６に示したように、互いに対向した側面壁
２１が、車両の前後方向における中央部がくぼんだ形状に形成されている。より具体的に
は、側面壁２１は、車両の前後方向の両端部から中央部に向かって傾斜して形成されてい
る。そして、隣接したチャンバ部材２，２同士は、突出した先端部で当接した状態で配置
されている。
【００９６】
　本実施例の衝突検知手段は、実施例１０の時と同様にしてそれぞれのチャンバ部材２の
チャンバ空間の圧力変化から衝突の検知及び判定を行う。また、チャンバ部材２，２の当
接部近傍に衝突を生じたときには、隣接した二つのチャンバ部材２，２に変形を生じる。
このため、二つのチャンバ部材２，２のそれぞれのチャンバ空間の圧力変化の測定結果か
ら演算を行い、衝突の検知及び判定を行う。
【００９７】
　本実施例の衝突検知手段は、実施例９の時と同様にしてそれぞれのチャンバ部材２のチ
ャンバ空間の圧力変化から衝突の検知及び判定を行うことができ、実施例９の時と同様の
効果を発揮する。
【００９８】
　（実施例１４）
　本実施例は、それぞれのチャンバ部材２同士の当接部が異なる以外は実施例１３と同様
な衝突検知手段である。本実施例の衝突検知手段のチャンバ部材２の当接部の近傍を図１
７に示した。
【００９９】
　本実施例のチャンバ部材２同士の当接面は、図１７に示されたように、車両の前後方向
における中央部がなめらかな表面でくぼんだ形状に形成されている。
【０１００】
　本実施例の衝突検知手段は、実施例１３の時と同様にしてそれぞれのチャンバ部材２の
チャンバ空間の圧力変化から衝突の検知及び判定を行うことができ、実施例１３の時と同
様の効果を発揮する。
【０１０１】
　（実施例１５）
　本実施例は、チャンバ部材２の上面壁２３および下面壁が２４が傾斜して形成された以
外は、実施例１と同様な衝突検知手段である。本実施例の衝突検知手段のチャンバ部材２
の車両の前後方向での断面を図１８に示した。
【０１０２】
　本実施例のチャンバ部材２は、上面壁２３および下面壁２４がそれぞれ水平方向に対し
て傾斜した平板状に形成されている。また、上面壁２３および下面壁２４は、上面壁２３
と下面壁２４との間隔が、車両の前方から後方に進むに従って、長くなるように形成され
ている。具体的には、図１８に示したように、断面が略台形をなすようにチャンバ部材２
が形成されている。
【０１０３】
　本実施例の衝突検知手段は、実施例１の時と同様にしてそれぞれのチャンバ部材２のチ
ャンバ空間の圧力変化から衝突の検知及び判定を行うことができ、実施例１の時と同様の
効果を発揮する。
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【０１０４】
　さらに、本実施例の衝突検知手段においては、チャンバ部材２が上面壁２３および下面
壁２４が傾斜して形成されたことで、チャンバ部材２のつぶれ荷重の増加が抑えられ、衝
突の検出精度の低下が抑えられた。
【０１０５】
　（実施例１６）
　本実施例は、チャンバ部材２の上面壁２３および下面壁が２４が、チャンバ空間に対し
て凸となるように形成された以外は、実施例１５と同様な衝突検知手段である。本実施例
の衝突検知手段のチャンバ部材２の車両の前後方向での断面を図１９に示した。
【０１０６】
　具体的には、図１９に示したように、上面壁２３は、車両の前方から後方に進むにつれ
て下方にのび、その後、上方に伸びるように略Ｖ字をなすように形成されている。また、
下面壁２４は、車両の前方から後方に進むにつれて上方にのび、その後、下方に伸びるよ
うに略Ｖ字をなすように形成されている。
【０１０７】
　本実施例のチャンバ部材２は、上面壁２３および下面壁２４がそれぞれ表面から凹をな
すように形成されている。なお、上面壁２３および下面壁２４は、それぞれ平面を組み合
わせて形成されている。
【０１０８】
　本実施例の衝突検知手段は、実施例１の時と同様にしてそれぞれのチャンバ部材２のチ
ャンバ空間の圧力変化から衝突の検知及び判定を行うことができ、実施例１の時と同様の
効果を発揮する。
【０１０９】
　さらに、本実施例の衝突検知手段においては、チャンバ部材２が上面壁２３および下面
壁２４がチャンバ空間に対して凸となるように形成されたことで、チャンバ部材２のつぶ
れ荷重の増加が抑えられ、衝突の検出精度の低下が抑えられた。
【０１１０】
　（実施例１７）
　本実施例は、チャンバ部材２の上面壁２３および下面壁が２４が、チャンバ空間に対し
て凹となるように形成された以外は、実施例１５と同様な衝突検知手段である。本実施例
の衝突検知手段のチャンバ部材２の車両の前後方向での断面を図２０に示した。
【０１１１】
　本実施例のチャンバ部材２は、上面壁２３および下面壁２４がそれぞれ表面からなめら
かな曲面で凸をなすように形成されている。
【０１１２】
　本実施例の衝突検知手段は、実施例１の時と同様にしてそれぞれのチャンバ部材２のチ
ャンバ空間の圧力変化から衝突の検知及び判定を行うことができ、実施例１の時と同様の
効果を発揮する。
【０１１３】
　さらに、本実施例の衝突検知手段においては、チャンバ部材２が上面壁２３および下面
壁２４がチャンバ空間に対して凸となるように形成されたことで、チャンバ部材２のつぶ
れ荷重の増加が抑えられ、衝突の検出精度の低下が抑えられた。
【０１１４】
　以上の実施例では、チャンバ空間２０を構成するチャンバ部材２がバンパにおけるエネ
ルギー吸収アブソーバを兼ねた構成となっているが、この構成に限定されるものではない
。例えば、鉄板によりアブソーバを構成し、そのアブソーバ空間内にチャンバ部材２を配
置しても同様の効果を得ることが可能となる。また、この際にはチャンバ部材２のつぶれ
特性を調整することにより、バンパ全体のつぶれ特性を調整することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１１５】
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【図１】実施例１の衝突検知システムの構成を示した図である。
【図２】実施例１の衝突検知システムを車両のバンパに組み付けたときの状態を示した図
である。
【図３】実施例２の衝突検知システムを車両のバンパに組み付けたときの状態を示した図
である。
【図４】実施例３の衝突検知システムを車両のバンパに組み付けたときの状態を示した図
である。
【図５】実施例４の衝突検知システムを車両のバンパに組み付けたときの状態を示した図
である。
【図６】実施例４の衝突検知システムの構成を示した図である。
【図７】実施例５の衝突検知システムを車両のバンパに組み付けたときの状態を示した図
である。
【図８】実施例６の衝突検知システムを車両のバンパに組み付けたときの状態を示した図
である。
【図９】実施例７の衝突検知システムの構成を示した図である。
【図１０】実施例８の衝突検知システムの構成を示した図である。
【図１１】実施例８の衝突検知システムのチャンバ部材の断面を示した図である。
【図１２】実施例９の衝突検知システムの構成を示した図である。
【図１３】実施例１０の衝突検知システムの構成を示した図である。
【図１４】実施例１１の衝突検知システムの構成を示した図である。
【図１５】実施例１２の衝突検知システムの構成を示した図である。
【図１６】実施例１３の衝突検知システムの構成を示した図である。
【図１７】実施例１４の衝突検知システムの構成を示した図である。
【図１８】実施例１５の衝突検知システムのチャンバ部材の断面を示した図である。
【図１９】実施例１６の衝突検知システムのチャンバ部材の断面を示した図である。
【図２０】実施例１７の衝突検知システムのチャンバ部材の断面を示した図である。
【図２１】従来の構成を適用した衝突検知システムの構成を示した図である。
【図２２】従来の構成を適用した衝突検知システムの変形を示した図である。
【図２３】従来の構成を適用した衝突検知システムの変形を示した図である。
【符号の説明】
【０１１６】
　　１：バンパリインフォースメント
　　２：チャンバ部材　　　　　　　　　　　　　２０：チャンバ空間
　　３：圧力センサ
　　４：バンパーカバー
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