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(57)【要約】
【課題】歩行者衝突と軽衝突とを明確に区別して検知す
ることができる衝突検知装置を提供する。
【解決手段】本発明に係る衝突検知装置１１は、車両１
０のバンパフェイス１４とバンパビーム１３との間で車
両幅方向に沿って伸び、車両１０が衝突した際に変形す
ることで衝撃を吸収する衝撃吸収部１７と、車両幅方向
に沿って伸び、車両１０が衝突した際に変形することで
、衝突が発生したことを検知する衝突検知部１５と、を
具備し、衝突検知部１５は、衝突検知下部１５２と、衝
突検知下部１５２よりも軟性に優れる衝突検知上部１５
１と、を有する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両のバンパフェイスとバンパビームとの間で車両幅方向に沿って伸び、前記車両が衝
突した際に変形することで衝撃を吸収する衝撃吸収部と、
　前記車両幅方向に沿って伸び、前記車両が衝突した際に変形することで、衝突が発生し
たことを検知する衝突検知部と、を具備し、
　前記衝突検知部は、衝突検知下部と、前記衝突検知下部よりも軟性に優れる衝突検知上
部と、を有することを特徴とする衝突検知装置。
【請求項２】
　前記衝突検知部の断面形状は略円環形状であることを特徴とする請求項１に記載の衝突
検知装置。
【請求項３】
　前記衝突検知下部と前記衝突検知上部との境界は、上下方向に於いて前記衝突検知部の
略中央に存在することを特徴とする請求項１または請求項２に記載の衝突検知装置。
【請求項４】
　前記衝突検知下部と前記衝突検知上部とは、二色成形により形成されることを特徴とす
る請求項１から請求項３の何れかに記載の衝突検知装置。
【請求項５】
　前記衝突検知下部と前記衝突検知上部との境界において、前記衝突検知下部の表面と前
記衝突検知上部の表面とは連続的に形成されることを特徴とする請求項１から請求項４の
何れかに記載の衝突検知装置。
【請求項６】
　前記衝撃吸収部は、
　前記衝撃吸収部の前面を後方に向かって窪ませた収納領域と、
　前記収納領域の上方に存在する前記衝撃吸収部である衝撃吸収上部と、
　前記収納領域の下方に存在する前記衝撃吸収部である衝撃吸収下部と、を有することを
特徴とする請求項１から請求項５の何れかに記載の衝突検知装置。
【請求項７】
　軽衝突が発生した際、
　前記衝撃吸収上部および前記衝撃吸収下部の前端部は、
　前記衝突検知部の前端部よりも前方に配置されることを特徴とする請求項６に記載の衝
突検知装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、衝突検知装置に係り、特に、車両のバンパビームの前側に配置される衝突
検知装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、車両の前部に衝突体が衝突した際に、当該衝突を検出する衝突検知装置が出現し
ている。このような衝突検知装置は、車両のバンパビームの前側に衝撃吸収部と衝撃検出
部が配置されており、衝撃吸収部で衝突の衝撃を吸収し、衝撃検出部で衝突の衝撃を検出
する。衝撃検出部で検出される衝撃に基づいて、車両の前部に設けられたエアバッグを膨
張展開する。これにより、エアバッグが衝突体を保護する。
【０００３】
　このような衝撃検出部は、保護対象以外の小動物などの場合でもエアバッグが展開して
しまい、運転者の視界が妨げられるなどの問題があった。このため、衝突時に於いて衝突
した物体を区別して検出することが求められている。
【０００４】
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　当該区別検出する技術として、例えば、特許文献１には、誤った衝突判定が行われるこ
とを防止する車両用衝突検知装置が提案されている。この車両用衝突検知装置は、内部の
空間に圧力センサが配置されたチャンバ部材を有し、このチャンバ部材の車両前方側の面
を法線が斜め上方を向く傾斜面にしている。これにより、軽衝突ではチャンバ部材への外
力が大幅に軽減されるため、人が衝突した場合の衝撃と、軽い衝突体が衝突した場合の衝
撃とをそれぞれ区別して検出することができる。
【０００５】
　また、特許文献２では、車両と歩行者との衝突を精度良く検知することができる歩行者
衝突検知装置が記載されている。具体的には、特許文献２では、衝突を検知する圧力チャ
ンバの上面および下面に肉厚部を形成することで、圧力チャンバの変形量を制御し、圧力
チャンバの変形を用いた衝突検知の精度を向上することができる。
【０００６】
　更に、特許文献３では、検出用チューブ部材を有する車両用衝突検知装置に於いて、検
出用チューブ部材の肉厚が、別部材として設けられる前壁部の肉厚よりも厚く形成される
発明が記載されている。これにより、検出用チューブ部材を用いた検出を高精度に行うこ
とが出来るとされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００９－２１４８４５号公報
【特許文献２】特開２０１１－２４６０７５号公報
【特許文献３】特開２０１５－８１０７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上記した衝突検知装置では、衝突の検知精度を向上させる観点から改善
の余地があった。
【０００９】
　具体的には、車両前部に対して発生する衝突は、車両前部に歩行者が衝突する歩行者衝
突と、歩行者以外の物体、例えば小動物等が車両前部に衝突する軽衝突と、を含む。歩行
者衝突が発生した場合と軽衝突が発生した場合とでは、衝突検知部に衝撃が加わる方向が
異なるが、上記した各特許文献に記載された衝突検知装置では、両者を明確に区別して検
知することは簡単ではなかった。
【００１０】
　また、歩行者衝突と軽衝突とを区別して検知するために、バンパフェイスと衝突検知部
との間に、歩行者衝突と軽衝突とで変形特性が異なるスペーサを配設することも考えられ
る。しかしながら、歩行者衝突が発生した際に、スペーサの潰れ残りが発生することで、
歩行者を衝撃から充分に保護することが難しい課題が発生する。
【００１１】
　本発明は、このような問題点を鑑みてなされたものであり、本発明の目的は、歩行者衝
突と軽衝突とを明確に区別して検知することができる衝突検知装置を提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の請求項１に係る発明は、車両のバンパフェイスとバンパビームとの間で車両幅
方向に沿って伸び、前記車両が衝突した際に変形することで衝撃を吸収する衝撃吸収部と
前記車両幅方向に沿って伸び、前記車両が衝突した際に変形することで、衝突が発生した
ことを検知する衝突検知部と、を具備し前記衝突検知部は、衝突検知下部と、前記衝突検
知下部よりも軟性に優れる衝突検知上部と、を有することを特徴とする。
【００１３】
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　本発明の請求項２に係る発明は、前記衝突検知部の断面形状は略円環形状であることを
特徴とする。
【００１４】
　本発明の請求項３に係る発明は、前記衝突検知下部と前記衝突検知上部との境界は、上
下方向に於いて前記衝突検知部の略中央に存在することを特徴とする。
【００１５】
　本発明の請求項４に係る発明は、前記衝突検知下部と前記衝突検知上部とは、二色成形
により形成されることを特徴とする。
【００１６】
　本発明の請求項５に係る発明は、前記衝突検知下部と前記衝突検知上部との境界におい
て、前記衝突検知下部の表面と前記衝突検知上部の表面とは連続的に形成されることを特
徴とする。
【００１７】
　本発明の請求項６に係る発明は、前記衝撃吸収部は、前記衝撃吸収部の前面を後方に向
かって窪ませた収納領域と、前記収納領域の上方に存在する前記衝撃吸収部である衝撃吸
収上部と、前記収納領域の下方に存在する前記衝撃吸収部である衝撃吸収下部と、を有す
ることを特徴とする。
【００１８】
　本発明の請求項７に係る発明は、軽衝突が発生した際、前記衝撃吸収上部および前記衝
撃吸収下部の前端部は、前記衝突検知部の前端部よりも前方に配置されることを特徴とす
る。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の請求項１に係る発明によれば、衝突検知部の衝突検知上部が衝突検知下部より
も軟性に優れることで、歩行者衝突が発生した際に衝突検知上部の変形量が大きく確保さ
れ、歩行者衝突を正確に検知できる。また、衝突検知部の衝突検知下部が硬質素材からな
ることで、軽衝突が発生した際に於ける衝突検知部の変形量を少なくし、歩行者衝突の後
検出を抑制できる。
【００２０】
　本発明の請求項２に係る発明によれば、車両衝突が発生した際に、衝突検知部が安定し
て変形し、衝突が発生したことを正確に検知できる。
【００２１】
　本発明の請求項３に係る発明によれば、歩行者衝突が発生した際に於ける変形量および
軽衝突が発生した際に於ける応力を確実に確保できる。
【００２２】
　本発明の請求項４に係る発明によれば、衝突検知上部と衝突検知下部とから成る衝突検
知部を容易に形成することができる。
【００２３】
　本発明の請求項５に係る発明によれば、衝突事故が発生した際に、軽衝突時に前方から
衝撃が作用した場合でも、歩行者衝突時に前側上方から衝撃が作用した場合でも、衝突を
検知出来る。
【００２４】
　本発明の請求項６に係る発明によれば、収納領域に衝突検知部を収納することができ、
歩行者衝突が発生した際には衝撃吸収上部が下方に倒れることで、衝撃吸収部を好適に圧
縮変形させ、軽衝突が発生した際には衝撃吸収上部および衝撃吸収下部が前後方向に応力
を発生させることで衝撃吸収部の圧縮変形を抑止できる。
【００２５】
　本発明の請求項７に係る発明によれば、軽衝突が発生した際に、衝撃吸収上部および衝
撃吸収下部の前端部が、衝突検知部の前端部よりも前方に配置されることで、軽衝突が発
生した際における衝突検知部の圧縮量を低減することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の実施の形態に係る衝突検知装置を備えた車両を示す図であり、（Ａ）は
車両前部を示す斜視図であり、（Ｂ）は衝突検知装置等を示す分解斜視図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る衝突検知装置を示す図であり、（Ａ）は衝突検知装置
を示す側方断面図であり、（Ｂ）は衝突検知部が形成される部分を拡大して示す側方断面
図である。
【図３】本発明の実施の形態に係る衝突検知装置の接続構成を示すブロック図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る衝突検知装置を示す図であり、（Ａ）は歩行者衝突が
発生した際の衝突検知装置の挙動を示す側方断面図であり、（Ｂ）は衝突検知部の変形状
況を詳細に示す側方断面図である。
【図５】本発明の実施の形態に係る衝突検知装置を示す図であり、（Ａ）は軽衝突が発生
した際の衝突検知装置の挙動を示す側方断面図であり、（Ｂ）は衝突検知部の変形状況を
詳細に示す側方断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明の実施形態に係る衝突検知装置１１を備えた車両１０を図面に基づき詳細
に説明する。以下の説明に於いては前後上下左右の各方向を用いるが、左右とは車両１０
を前方から見た場合の左右である。また、以下の説明では、車両１０の前部に歩行者２６
が衝突する現象を歩行者衝突と称し、車両１０の前部に歩行者２６以外の小動物２７等が
衝突する現象を軽衝突と称する。
【００２８】
　図１（Ａ）は車両前部を示す斜視図であり、図１（Ｂ）は衝突検知装置等を示す分解斜
視図である。
【００２９】
　図１（Ａ）を参照して、車両１０の前部の意匠部分は、上方から、フロントフード１２
、グリル１６およびバンパフェイス１４から構成されている。本形態の衝突検知装置１１
を構成する部材は、グリル１６またはバンパフェイス１４の後方に設けられている。車両
１０が歩行者２６に衝突したことを衝突検知装置１１が検出すると、後述するＥＣＵ２０
が、フロントフード１２の近傍に配置されたエアバッグ２２（不図示）を膨張展開し、歩
行者２６を二次衝突から保護する。また、ポップアップフード２３（不図示）が動作し、
フロントフード１２の後方部分が上方に持ち上げられ、歩行者の頭部に与える衝撃を軽減
する。ここで、エアバッグ２２とポップアップフード２３は両者が採用されても良いし、
何れか一方が採用されても良い。
【００３０】
　図１（Ｂ）を参照して、衝突検知装置１１は、車両１０のバンパフェイス１４とバンパ
ビーム１３との間で車両幅方向に沿って伸び、車両１０が衝突した際に変形することで衝
撃を吸収する衝撃吸収部１７と、車両幅方向に沿って伸び、車両１０が衝突した際に変形
することで、衝突が発生したことを検知する衝突検知部１５と、を具備する。更に、図２
（Ｂ）を参照して後述するように、衝突検知部１５は、衝突検知下部１５２と、衝突検知
下部１５２よりも軟性に優れる衝突検知上部１５１と、を有する。
【００３１】
　衝撃吸収部１７は、発泡ポリプロピレン等の発泡樹脂材、あるいは、ポリプロピレン等
の樹脂材からなり、車両１０の左方端部側から右方端部側まで連続して形成されている。
衝撃吸収部１７は、後述するバンパビーム１３の前面に取り付けられている。
【００３２】
　衝突検知部１５は、衝撃吸収部１７の前方部分に配設され、略チューブ状を呈している
。衝突検知部１５の具体的な形状は、図２等を参照して後述する。衝突検知部１５は、歩
行者衝突および軽衝突が発生した際に潰れるように変形し、後述する検出装置１８が、衝
突検知部１５の変形量をセンシングすることで、歩行者衝突または軽衝突を検知している
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。具体的には、衝突検知部１５の内部の圧力変化、衝突検知部１５から外部に放出される
空気の流速や流量等の変化を、後述する検出装置１８が検出することで、衝突検知部１５
の変形量をセンシングする。ここで、検出装置１８としては、例えば、衝突検知部１５の
両端側に配置された圧力センサを採用できる。
【００３３】
　バンパビーム１３は車両１０の幅方向に伸び、金属板から成る略矩形断面を有する筒状
の部材であり、衝撃吸収部１７等を支持し、且つ、大衝突時のエネルギを吸収する役割を
有する。歩行者衝突や軽衝突の際には、バンパビーム１３は原則として変形せず、衝突検
知装置１１を後方から支持する。
【００３４】
　図２を参照して、衝突検知装置１１の構成を詳述する。図２（Ａ）は衝突検知装置１１
を示す側方断面図であり、図２（Ｂ）は衝突検知部１５が形成される部分を拡大して示す
側方断面図である。
【００３５】
　図２（Ａ）を参照して、ここでは、衝撃吸収部１７は、バンパビーム１３の前面とバン
パフェイス１４の後面との間に配置されている。
【００３６】
　図２（Ｂ）を参照して、衝撃吸収部１７は、衝撃吸収上部１７１と、衝撃吸収下部１７
２と、収納領域１７３と、を有している。収納領域１７３は、衝撃吸収部１７の前面を後
方に向かって窪ませた空洞であり、衝突検知部１５を収納可能な容積を有している。衝撃
吸収上部１７１および衝撃吸収下部１７２は、衝撃吸収部１７の上端部および下端部を前
方に向かって突出させた部分である。衝突検知部１５は、衝撃吸収下部１７２の上面に載
置されている。
【００３７】
　衝突検知部１５は、圧縮力が作用していない状況で略円環形状の断面を有するチューブ
状の部材である。更に、衝突検知部１５は、衝突検知上部１５１と衝突検知下部１５２と
を有する。衝突検知下部１５２と衝突検知上部１５１とは、二色成形により形成される。
これにより、軟性が異なる衝突検知上部１５１および衝突検知下部１５２から成る衝突検
知部１５を容易に製造できる。
【００３８】
　衝突検知上部１５１と衝突検知下部１５２とは剛性が異なる。衝突検知上部１５１は衝
突検知下部１５２よりも柔軟性に優れる材料から成る。換言すると、衝突検知下部１５２
は衝突検知上部１５１よりも剛性が高い材料から成る。衝突検知上部１５１の具体的な材
料としては例えばＥＰＤＭ（エチレン－プロピレンゴム）が採用され、衝突検知下部１５
２の具体的な材料としては例えばＰＰ（ポリプロピレン）が採用される。
【００３９】
　衝突検知下部１５２と衝突検知上部１５１との境界は、上下方向に於いて衝突検知部１
５の略中央に存在する。このようにすることで、歩行者衝突が発生した際には軟らかい衝
突検知上部１５１が大きく圧縮変形する一方、軽衝突が発生した際には衝突検知下部１５
２が大きな応力を発揮することで衝突検知部１５の圧縮変形を小さくすることができる。
よって、歩行者衝突と軽衝突とで、圧縮変形量を大きく異ならせることができ、歩行者衝
突と軽衝突とを明確に区分して検知できる。
【００４０】
　更に、衝突検知下部１５２と衝突検知上部１５１との境界において、衝突検知下部１５
２の表面と衝突検知上部１５１の表面とは連続的に形成される。更には、衝突検知部１５
の断面形状は略円環形状である。具体的には、衝突検知上部１５１と衝突検知下部１５２
との境界の外面は、断面を見ると、円の一部を構成している。よって、歩行者衝突が発生
した際の変形を容易にしつつ、軽衝突が発生した際の前後方向に対する剛性を一定以上に
確保している。
【００４１】
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　また、衝突が発生していない状況に於いて、衝撃吸収上部１７１および衝撃吸収下部１
７２の前端部は、衝突検知部１５の先端部よりも前方に配置されている。係る構成により
、歩行者衝突および軽衝突が発生した際に、衝突検知部１５で効果的に衝突を検知しつつ
、衝撃吸収部１７が前後方向に圧縮変形することで、後述する歩行者２６および小動物２
７を衝突から保護することができる。
【００４２】
　図３は、衝突検知装置１１の接続構成を示すブロック図である。衝突検知装置１１は、
ＥＣＵ２０と、検出装置１８と、速度センサ１９と、エアバッグ２２と、ポップアップフ
ード２３と、報知装置２５と、を有している。
【００４３】
　ＥＣＵ２０は、ＣＰＵ２１と、ＲＡＭ２４とを有する演算制御部であり、出力側端子と
入力側端子とを有する。ＥＣＵ２０の入力側端子には、検出装置１８および速度センサ１
９が接続されている。ＥＣＵ２０の出力側端子には、エアバッグ２２、ポップアップフー
ド２３および報知装置２５が接続されている。ＥＣＵ２０は、検出装置１８および速度セ
ンサ１９等から入力される入力情報に基づいて、所定の演算処理を実行し、エアバッグ２
２、ポップアップフード２３および報知装置２５等の動作を制御するための出力信号を出
力する。
【００４４】
　検出装置１８は、上記したように、衝突検知部１５の内部圧力等に応じた電気信号をＥ
ＣＵ２０に入力する。ＥＣＵ２０は、検出装置１８が検知する衝突検知部１５の内部圧力
変化が一定以上であれば歩行者衝突が発生したと判断する一方、当該圧力変化が一定未満
であれば軽衝突と判断する。
【００４５】
　速度センサ１９は、タイヤの回転速度等に基づいて、車両１０の走行速度を示す電気信
号をＥＣＵ２０に入力する。ＥＣＵ２０は、速度センサ１９が検出した車両１０の走行速
度が一定以下で歩行者衝突が発生した場合に、歩行者２６を保護するべく、エアバッグ２
２の膨張展開およびポップアップフード２３の起動を行う。
【００４６】
　エアバッグ２２およびポップアップフード２３は、図１を参照して説明したとおりであ
り、歩行者衝突が発生した際に歩行者２６を保護するべく、ＥＣＵ２０の指示に基づいて
、エアバッグ２２は膨張展開し、ポップアップフード２３は隆起するように変位する。
【００４７】
　報知装置２５は、特定の表示または発音を行うことで、歩行者衝突または軽衝突が発生
した旨を、車両１０に搭乗する乗員に報知する。
【００４８】
　図４および図５を参照して、歩行者衝突および軽衝突が発生した際の衝突検知装置１１
の挙動を説明する。図４は歩行者衝突が発生した際における衝突検知装置１１の挙動を示
し、図５は軽衝突が発生した際における衝突検知装置１１の挙動を示す。
【００４９】
　図４を参照して、歩行者衝突が発生した際における衝突検知装置１１の挙動を説明する
。図４（Ａ）は歩行者衝突が発生した際の衝突検知装置１１の挙動を示す側方断面図であ
り、図４（Ｂ）は衝突検知部１５の変形状況を詳細に示す側方断面図である。ここでは、
図面の簡略化のために、図２（Ａ）に示したバンパフェイス１４およびグリル１６は、図
示していない。
【００５０】
　図４（Ａ）を参照して、車両１０の前部に歩行者２６が衝突する歩行者衝突が発生する
と、図２（Ａ）に示したバンパフェイス１４およびグリル１６が、後方に向かって変形す
る。更に、衝撃吸収部１７および衝突検知部１５が後方に向かって変形する。衝撃吸収部
１７が前後方向に圧縮されるように変形することで、衝撃エネルギが吸収され、歩行者２
６の脚部等に加わる衝撃を緩和することができる。
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【００５１】
　歩行者衝突が発生すると、衝突検知部１５が大きく圧縮変形する。これにより、図３を
参照して、ＥＣＵ２０は、検出装置１８が検出した衝突検知部１５の変形量、例えば圧力
変化量または空気排出量等が一定値を超えたことに基づいて、歩行者衝突が発生したこと
を検知する。
【００５２】
　これに応じて、ＥＣＵ２０は、図３に示すエアバッグ２２を膨張展開し、更に、ポップ
アップフード２３を稼働させる。これにより、歩行者２６がエアバッグ２２およびフロン
トフード１２により受け止められ、歩行者２６を効果的に保護できる。また、ＥＣＵ２０
は、報知装置２５を用いて歩行者衝突が発生した旨を乗員に報知する。
【００５３】
　図４（Ｂ）を参照して、歩行者衝突が発生した際には、衝突検知部１５の圧縮変形量が
大きくなる。具体的には、歩行者衝突が発生した際に、歩行者２６から衝突検知部１５に
与えられる衝撃は、矢印が示すように、下側後方を向いている。
【００５４】
　この衝撃により、衝撃吸収部１７の衝撃吸収上部１７１は、その後端部分近傍を支点と
して、下方に向かって倒れ込み、衝突検知部１５を上方から押圧する。一方、衝撃吸収下
部１７２は、衝撃の影響がそれほど大きくないので、下方に倒れ込む量は小さく、衝突検
知部１５を下方から支持している。
【００５５】
　上記したように、衝突検知部１５は、軟性に優れた衝突検知上部１５１と、剛性に優れ
た衝突検知下部１５２から成る。よって、衝撃吸収上部１７１が衝突検知部１５を上方か
ら押圧すると、衝突検知上部１５１が下方に向かって大きく圧縮変形する。一方、衝突検
知下部１５２の圧縮変形量は、衝突検知上部１５１よりも小さい。
【００５６】
　また、衝突検知部１５は、歩行者衝突をセンシングする際には、弾性変形を起こすこと
で、歩行者衝突を良好に検知する。一方、衝突検知部１５は、歩行者衝突が発生した直後
は塑性変形しており、衝突検知部１５からの反発力は無い。
【００５７】
　図５を参照して、軽衝突が発生した際における衝突検知装置１１の挙動を説明する。図
５（Ａ）は軽衝突が発生した際の衝突検知装置１１の挙動を示す側方断面図であり、図５
（Ｂ）は衝突検知部１５の変形状況を詳細に示す側方断面図である。
【００５８】
　図５（Ａ）を参照して、車両１０の前部に小動物２７等が衝突する軽衝突が発生すると
、図２（Ａ）に示したバンパフェイス１４およびグリル１６が、後方に向かって変形する
。更に、衝撃吸収部１７および衝突検知部１５が後方に向かって変形する。特に衝撃吸収
部１７が変形することで、衝撃エネルギが吸収され、小動物２７に加わる衝撃を緩和する
ことができる。
【００５９】
　図５（Ｂ）を参照して、小動物２７は上記した歩行者２６よりも重心位置が低いことか
ら、軽衝突が発生した際の衝撃の入力方向は、矢印が示すように、前後方向に対して略平
行となる。または、衝突した小動物２７等が小さい場合は、衝撃の入力方向は、矢印が示
すように、後側上方を向く。
【００６０】
　このように成ると、先ず、小動物２７が車両１０の前部に衝突することで生じる衝撃エ
ネルギは、衝撃吸収上部１７１の前端および衝撃吸収下部１７２の前端に作用する。衝撃
吸収上部１７１および衝撃吸収下部１７２は、衝撃を吸収しながら前後方向に圧縮変形す
る。また、衝突検知部１５にも前方から衝撃エネルギが作用するが、剛性に優れる衝突検
知下部１５２が前後方向に大きな応力を発揮し、衝突検知部１５が前後方向に大きく圧縮
変形することはない。
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【００６１】
　ここで、軽衝突が発生した際、衝撃吸収上部１７１および衝撃吸収下部１７２の前端部
は、衝突検知部１５の前端部よりも前方に配置される。このようにすることで、軽衝突が
発生した際に衝突検知部１５が大きく圧縮変形することを抑制できる。
【００６２】
　上記のことから、軽衝突が発生した際、衝突検知部１５は、多少の潰れ変形は生じるが
、その変形量は歩行者衝突が発生した際と比較すると遙かに小さい。よって、衝突検知部
１５の内部に於ける圧力変動等も小さい。
【００６３】
　衝突検知部１５は、軽衝突をセンシングする際には、比較的に小さな弾性変形を起こす
ことで、軽衝突を良好に検知する。一方、衝突検知部１５は、軽衝突が発生した直後は塑
性変形しており、衝突検知部１５からの反発力は無い。
【００６４】
　軽衝突が発生した際には、ＥＣＵ２０が、検出装置１８が検出した衝突検知部１５の変
形量、例えば圧力変化量または空気排出量等が一定値を超えないことに基づいて、軽衝突
が発生したことを検知する。また、ＥＣＵ２０は、報知装置２５を用いて軽衝突が発生し
た旨を乗員に報知する。
【００６５】
　その後、ＥＣＵ２０は、エアバッグ２２を膨張展開させず、ポップアップフード２３を
稼働させない。これにより、不用意にエアバッグ２２およびポップアップフード２３が作
動することで、乗員の視界が妨げられることを防止できる。
【００６６】
　上記した本実施形態により奏される主要な効果を、以下に説明する。
【００６７】
　本実施形態の衝突検知装置１１によれば、衝突検知部１５の衝突検知上部１５１が衝突
検知下部１５２よりも軟性に優れることで、歩行者衝突が発生した際に衝突検知上部１５
１の変形量が大きく確保され、歩行者衝突を正確に検知できる。また、衝突検知部１５の
衝突検知下部１５２が硬質素材からなることで、軽衝突が発生した際に於ける衝突検知部
１５の変形量を少なくし、歩行者衝突の誤検出を抑制できる。
【００６８】
　更に、本実施形態の衝突検知装置１１によれば、衝突検知部１５の断面形状が略円環形
状であることで、車両衝突が発生した際に、衝突検知部１５が安定して変形し、衝突が発
生したことを正確に検知できる。
【００６９】
　更に、本実施形態の衝突検知装置１１によれば、衝突検知上部１５１と衝突検知下部１
５２との境界が、上下方向に於いて衝突検知部１５の略中央に存在することで、歩行者衝
突が発生した際に於ける変形量および軽衝突が発生した際に於ける応力を確実に確保でき
る。
【００７０】
　更に、本実施形態の衝突検知装置１１によれば、衝突検知上部１５１と衝突検知下部１
５２とが二色成形により形成されることで、衝突検知上部１５１と衝突検知下部１５２と
から成る衝突検知部１５を容易に形成することができる。
【００７１】
　更に、本実施形態の衝突検知装置１１によれば、衝突検知下部１５２の表面と衝突検知
上部１５１の表面とが連続的に形成されることで、軽衝突時に前方から衝撃が作用した場
合でも、歩行者衝突時に前側上方から衝撃が作用した場合でも、衝突を検知出来る。
【００７２】
　更に、本実施形態の衝突検知装置１１によれば、収納領域１７３に衝突検知部１５を収
納することができ、歩行者衝突が発生した際には衝撃吸収上部１７１が下方に倒れること
で衝撃吸収部１７を好適に圧縮変形させ、軽衝突が発生した際には衝撃吸収上部１７１お
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よび衝撃吸収下部１７２が前後方向に応力を発生させることで衝撃吸収部１７の圧縮変形
を抑止できる。
【００７３】
　更に、本実施形態の衝突検知装置１１によれば、軽衝突が発生した際に、衝撃吸収上部
１７１および衝撃吸収下部１７２の前端部が、衝突検知部１５の前端部よりも前方に配置
されることで、軽衝突が発生した際における衝突検知部１５の圧縮量を低減することがで
きる。
【００７４】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は、これに限定されるものではな
く、本発明の要旨を逸脱しない範囲で変更が可能である。また、上記した各形態は相互に
組み合わせることが可能である。
【００７５】
　例えば、本実施形態では、図１（Ｂ）を参照して、衝突検知部１５としてチューブ型を
採用したが、チャンバ型の衝突検知部１５を採用することもできる。また、衝突検知部１
５としてチューブ型を採用する場合、その断面形状は円形のみに限られず、四角形等の多
角形形状を採用することもできる。
【００７６】
　また、図１（Ｂ）を参照して、上記では衝突検知部１５の内部圧力変化や排出空気流量
の変化に基づいて、歩行者衝突および軽衝突を検知したが、衝突検知部１５として衝突時
の変形により出力が変化する光ファイバー等を採用することもできる。
【００７７】
　更に、図２（Ｂ）を参照して、衝突検知下部１５２の厚みを衝突検知上部１５１よりも
相対的に厚くすることもでき、これにより歩行者衝突と軽衝突とを区別して検知する効果
を顕著にできる。
【００７８】
　更に、図２（Ｂ）を参照して、衝突検知下部１５２の下面にリブを形成し、または、衝
突検知下部１５２を部分的あるいは全体的に肉厚とすることで、衝突検知下部１５２の剛
性を更に向上することもできる。
【００７９】
　更に、衝撃吸収下部１７２の上面前端部分を上方に突出させて突起部を形成することが
できる。係る構成により、当該突起部により衝突検知部１５の前方への移動が制限され、
振動等に起因して衝突検知部１５が衝撃吸収部１７の収納領域１７３から離脱してしまう
ことを防止できる。
【符号の説明】
【００８０】
１０   車両
１１   衝突検知装置
１２   フロントフード
１３   バンパビーム
１４   バンパフェイス
１５   衝突検知部
１５１ 衝突検知上部
１５２ 衝突検知下部
１６   グリル
１７   衝撃吸収部
１７１ 衝撃吸収上部
１７２ 衝撃吸収下部
１７３ 収納領域
１８   検出装置
１９   速度センサ
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２０   ＥＣＵ
２１   ＣＰＵ
２２   エアバッグ
２３   ポップアップフード
２４   ＲＡＭ
２５   報知装置
２６   歩行者
２７   小動物

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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