
JP 2020-29162 A 2020.2.27

10

(57)【要約】
【課題】ダッシュパネル４に対して車両前方に離間した
位置にサスペンションハウジング１２が配設された場合
であっても、サブフレーム１４に作用する荷重や振動を
、サスペンションハウジング１２よりも車両後方の車体
に伝達できる車両１の前部車体構造を提供することを目
的とする。
【解決手段】車両１の前部車体構造であって、サスペン
ションハウジング１２の後方補強部１２３と略同じ車両
前後方向の位置でフロントサイドフレーム１０及びサブ
フレーム１４を車両上下方向に連結する左右一対の後方
連結部材１６と、後方連結部材１６の上端と略同じ車両
前後方向の位置でフロントサイドフレーム１０の内部空
間を隔てる第３の節部材１０６と、カウルボックス３及
びサスペンションハウジング１２の後方補強部１２３を
連結するタワーバー１３を備えたことを特徴とする。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両のダッシュパネルから車両前方に所定間隔を隔てた所望位置でフロントサスダンパ
の上端を支持する左右一対のサスペンションハウジングと、
該サスペンションハウジングの下端が連結されるとともに、車両前後方向に延びる閉断面
部材である左右一対のフロントサイドフレームと、
該フロントサイドフレームの車両下方に配設されるとともに、サスペンションアームを揺
動自在に支持するサブフレームとを備えた車両の前部車体構造であって、
前記フロントサスダンパが取付けられるダンパ取付け部に近接して車両上下方向に延びる
とともに、前記ダンパ取付け部を補強する補強部を備え、
前記サスペンションハウジングの前記補強部と略同じ車両前後方向の位置で、前記フロン
トサイドフレーム、及び前記サブフレームを車両上下方向に連結するとともに、エンジン
マウントブッシュの装着部が一体形成された左右一対のマウント一体連結部材と、
該マウント一体連結部材の上端と略同じ車両前後方向の位置で、前記フロントサイドフレ
ームの内部空間を車両前後方向に隔てる節部材と、
前記サスペンションハウジングよりも車両後方で車両の車体を構成する骨格部材、及び前
記サスペンションハウジングの前記補強部を連結する略長尺状の部材である左右一対の長
尺状連結部材とを備えた
車両の前部車体構造。
【請求項２】
　前記サブフレームが、
前記マウント一体連結部材の下端と略同じ車両前後方向の位置で、車幅方向に延びる閉断
面部材であるサスクロスメンバを備え、
前記長尺状連結部材が、
直接的に前記骨格部材に連結される、または左右の前記長尺状連結部材を一体的に連結す
る連結部分を介して前記骨格部材に連結され、
前記節部材を備えた左右の前記フロントサイドフレームと、左右の前記サスペンションハ
ウジングの前記補強部と、左右の前記マウント一体連結部材と、左右の前記長尺状連結部
材と、前記サスクロスメンバとで正面視略環状となる環状車体骨格が構成された
請求項１に記載の車両の前部車体構造。
【請求項３】
　前記正面視略環状となる環状車体骨格が、
前記ダンパ取付け部の車両後方側に構成された
請求項２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、例えば正面視において、車幅方向に略環状となる環状車体骨格が前部車体
に構成されるような車両の前部車体構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車などの車両には、例えば、路面の凹凸に応じて伸縮することで、車体の上下動を
抑制して、乗員に対する乗り心地を確保するフロントサスペンションダンパ（以下、「フ
ロントサスダンパ」と呼ぶ）が、サスペンションハウジングを介して車体の骨格部材に連
結されている。
【０００３】
　一般的に、サスペンションハウジングには、フロントサスダンパを介して比較的大きな
荷重が作用し易いため、フロントサスダンパを介して作用する荷重によって、前部車体が
撓み変形すると、操安性の低下や、乗員に与える乗り心地の低下の要因となるおそれがあ
った。
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【０００４】
　そこで、例えば、特許文献１では、ダッシュパネルに近接して配設されたサスペンショ
ンハウジング（ダンパハウジング）とで車両上下方向に延びる閉断面をなす左右一対のダ
ンパハウジング補強部材と、左右のフロントピラーの下端を連結するカウルボックス（ダ
ッシュアッパパネル）とで車幅方向に延びる閉断面をなすダッシュアッパパネル補強部材
と、サスペンションハウジングの車両下方に配設されたフロントサブフレームとで、サス
ペンションハウジング近傍に正面視略環状となる環状車体骨格を構成して、サスペンショ
ンハウジング近傍の剛性向上を図っている。
【０００５】
　このような構成によれば、サスペンションハウジングに作用する荷重に対する車体剛性
を向上できるだけでなく、サスペンションアームを介してサブフレームに作用した荷重や
振動を、カウルボックスを介して車体に分散伝達することができる。
【０００６】
　ところで、ダッシュパネルとサスペンションハウジングとが車両前後方向に近接してい
る場合、特許文献１のように、左右のサスペンションハウジングを連結する閉断面部材と
してカウルボックスを利用し、正面視略環状となる環状車体骨格を構成することができる
。
【０００７】
　しかしながら、ダッシュパネルに対してサスペンションハウジングが車両前方に離間し
ている場合、左右のサスペンションハウジングを連結する閉断面部材としてカウルボック
スを利用し難いため、サスペンションアームからサブフレームに伝達された荷重や振動を
、サスペンションハウジングよりも車両後方の車体に十分に伝達できる車体骨格を構成で
きないおそれがあった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１７－７６０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、上述の問題に鑑み、ダッシュパネルに対して車両前方に離間した位置にサス
ペンションハウジングが配設された場合であっても、サブフレームに作用する荷重や振動
を、サスペンションハウジングよりも車両後方の車体に伝達できる車両の前部車体構造を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この発明は、車両のダッシュパネルから車両前方に所定間隔を隔てた所望位置でフロン
トサスダンパの上端を支持する左右一対のサスペンションハウジングと、該サスペンショ
ンハウジングの下端が連結されるとともに、車両前後方向に延びる閉断面部材である左右
一対のフロントサイドフレームと、該フロントサイドフレームの車両下方に配設されると
ともに、サスペンションアームを揺動自在に支持するサブフレームとを備えた車両の前部
車体構造であって、前記フロントサスダンパが取付けられるダンパ取付け部に近接して車
両上下方向に延びるとともに、前記ダンパ取付け部を補強する補強部を備え、前記サスペ
ンションハウジングの前記補強部と略同じ車両前後方向の位置で、前記フロントサイドフ
レーム、及び前記サブフレームを車両上下方向に連結するとともに、エンジンマウントブ
ッシュの装着部が一体形成された左右一対のマウント一体連結部材と、該マウント一体連
結部材の上端と略同じ車両前後方向の位置で、前記フロントサイドフレームの内部空間を
車両前後方向に隔てる節部材と、前記サスペンションハウジングよりも車両後方で車両の
車体を構成する骨格部材、及び前記サスペンションハウジングの前記補強部を連結する略
長尺状の部材である左右一対の長尺状連結部材とを備えたことを特徴とする。
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【００１１】
　上記骨格部材は、例えば、ヒンジピラーの上部を車幅方向に連結する閉断面部材である
カウルボックス、あるいはダッシュパネルとで車幅方向に延びる閉断面をなすクロスメン
バなどをいう。　
　この発明により、ダッシュパネルに対して車両前方に離間した位置にサスペンションハ
ウジングが配設された場合であっても、サブフレームに作用する荷重や振動を、サスペン
ションハウジングよりも車両後方の車体に伝達することができる。
【００１２】
　具体的には、フロントサイドフレームの内部空間に備えた節部材により、車両の前部車
体構造は、マウント一体連結部材とサスペンションハウジングの補強部との間におけるフ
ロントサイドフレームの剛性を、節部材を備えていない場合に比べて向上することができ
る。
【００１３】
　さらに、サスペンションハウジングのダンパ取付け部近傍に補強部を備えたことにより
、車両の前部車体構造は、マウント一体連結部材と、節部材が配設されたフロントサイド
フレームと、サスペンションハウジングの補強部と、長尺状連結部材とで、車両の骨格部
材とサブフレームとを連結する車体骨格を構成することができる。
【００１４】
　これにより、車両の前部車体構造は、マウント一体連結部材、節部材が配設されたフロ
ントサイドフレーム、サスペンションハウジングの補強部、及び長尺状連結部材で構成さ
れた車体骨格を介して、サスペンションアームからサブフレームに作用した荷重や振動を
、車両の骨格部材に伝達することができる。
【００１５】
　さらに、マウント一体連結部材にエンジンマウントブッシュが装着されるため、車両の
前部車体構造は、マウント一体連結部材に作用するエンジンの振動を、マウント一体連結
部材、節部材が配設されたフロントサイドフレーム、サスペンションハウジングの補強部
、及び長尺状連結部材で構成された車体骨格を介して、車両の骨格部材に伝達することが
できる。
【００１６】
　従って、車両の前部車体構造は、ダッシュパネルに対して車両前方に離間した位置にサ
スペンションハウジングが配設された場合であっても、サブフレームに作用する荷重や振
動を、サスペンションハウジングよりも車両後方の車体に伝達することができる。
【００１７】
　この発明の態様として、前記サブフレームが、前記マウント一体連結部材の下端と略同
じ車両前後方向の位置で、車幅方向に延びる閉断面部材であるサスクロスメンバを備え、
前記長尺状連結部材が、直接的に前記骨格部材に連結される、または左右の前記長尺状連
結部材を一体的に連結する連結部分を介して前記骨格部材に連結され、前記節部材を備え
た左右の前記フロントサイドフレームと、左右の前記サスペンションハウジングの前記補
強部と、左右の前記マウント一体連結部材と、左右の前記長尺状連結部材と、前記サスク
ロスメンバとで正面視略環状となる環状車体骨格が構成されてもよい。
【００１８】
　この発明により、車両の前部車体構造は、サスペンションアームを介してサブフレーム
に作用する荷重、及びフロントサスダンパを介してサスペンションハウジングに作用する
荷重に対する車体剛性を向上することができる。
【００１９】
　このため、車両の前部車体構造は、サスペンションアーム、フロントサスダンパ、及び
エンジンから伝達された振動を、正面視略環状となる環状車体骨格によってより抑制する
ことができる。
【００２０】
　従って、車両の前部車体構造は、サブフレームに伝達された振動の抑制と、サスペンシ
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ョンハウジングよりも車両後方の車体への振動伝達とを両立することができる。
【００２１】
　またこの発明の態様として、前記正面視略環状となる環状車体骨格が、前記ダンパ取付
け部の車両後方側に構成されてもよい。　
　この発明により、車両の前部車体構造は、正面視略環状となる環状車体骨格を、サスペ
ンションハウジングよりも車両後方の車体に近づけて構成することができる。
【００２２】
　このため、車両の前部車体構造は、正面視略環状となる環状車体骨格をダンパ取付け部
の車両前方側に構成した場合に比べて、サスペンションアームを介してサブフレームに作
用する荷重、及びフロントサスダンパを介してサスペンションハウジングに作用する荷重
に対する車体剛性をより向上することができる。
【００２３】
　従って、車両の前部車体構造は、サスペンションハウジングに伝達された振動、及びサ
ブフレームに伝達された振動をより抑制できるとともに、サスペンションハウジングより
も車両後方の車体により効率よく伝達することができる。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明により、ダッシュパネルに対して車両前方に離間した位置にサスペンションハウ
ジングが配設された場合であっても、サブフレームに作用する荷重や振動を、サスペンシ
ョンハウジングよりも車両後方の車体に伝達できる車両の前部車体構造を提供することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】前部車体の外観を車両前方上方視で示す外観斜視図。
【図２】前部車体の外観を平面視で示す平面図。
【図３】前部車体の外観を左側面視で示す左側面図。
【図４】図２中のＡ－Ａ矢視断面図。
【図５】図２中のＢ－Ｂ矢視断面図。
【図６】図２中のＣ－Ｃ矢視断面図。
【図７】エプロンレインロアの外観を車両前方上方視で示す外観斜視図。
【図８】図２中のＤ－Ｄ矢視断面図。
【図９】フロントサイドフレームの後端を車両前方下方視で示す外観斜視図。
【図１０】フロントサイドフレームの前端近傍における車幅方向内側を示す外観斜視図。
【図１１】フロントサイドフレームの前端近傍における車幅方向外側を示す外観斜視図。
【図１２】フロントサイドフレームの前端近傍における内部構成を左側面視で示す左側面
図。
【図１３】サスペンションハウジング近傍におけるフロントサイドフレームの内部構成を
左側面視で示す左側面図。
【図１４】図３中のＥ－Ｅ矢視断面図。
【図１５】図３中のＦ－Ｆ矢視断面図。
【図１６】車両右側のサスペンションハウジングの外観を示す外観斜視図。
【図１７】図１３中のＧ－Ｇ矢視断面図。
【図１８】サブフレームの外観を車両前方上方視で示す外観斜視図。
【図１９】第１環状車体骨格を説明する説明図。
【図２０】第２環状車体骨格を説明する説明図。
【図２１】第３環状車体骨格、第４環状車体骨格、及び第５環状車体骨格を説明する説明
図。
【図２２】第６環状車体骨格、及び第７環状車体骨格を説明する説明図。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
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　この発明の一実施形態を以下図面と共に説明する。　
　本実施形態における車両１は、乗員が乗降する車室よりも車両前方の前部車体に、略環
状となる環状車体骨格を備えた車両である。このような車両１の前部車体構造について、
図１から図２２を用いて説明する。
【００２７】
　なお、図１は前部車体の車両前方上方視における外観斜視図を示し、図２は前部車体の
平面図を示し、図３は前部車体の左側面図を示し、図４は図２中のＡ－Ａ矢視断面図を示
し、図５は図２中のＢ－Ｂ矢視断面図を示し、図６は図２中のＣ－Ｃ矢視断面図を示し、
図７はエプロンレインロア８２２の車両前方上方視における外観斜視図を示し、図８は図
２中のＤ－Ｄ矢視断面図を示し、図９はフロントサイドフレーム１０の後端の車両前方下
方視における外観斜視図を示し、図１０はフロントサイドフレーム１０の前端近傍におけ
る車幅方向内側の外観斜視図を示している。
【００２８】
　さらに、図１１はフロントサイドフレーム１０の前端近傍における車幅方向外側の外観
斜視図を示し、図１２はフロントサイドフレーム１０の前端近傍における内部構成の左側
面図を示し、図１３はサスペンションハウジング１２近傍におけるフロントサイドフレー
ム１０の内部構成の左側面図を示し、図１４は図３中のＥ－Ｅ矢視断面図を示し、図１５
は図３中のＦ－Ｆ矢視断面図を示し、図１６は車両右側のサスペンションハウジング１２
の外観斜視図を示している。
【００２９】
　さらにまた、図１７は図１３中のＧ－Ｇ矢視断面図を示し、図１８はサブフレーム１４
の車両前方上方視における外観斜視図を示し、図１９は第１環状車体骨格Ｗ１を説明する
説明図を示し、図２０は第２環状車体骨格Ｗ２を説明する説明図を示し、図２１は第３環
状車体骨格Ｗ３、第４環状車体骨格Ｗ４、及び第５環状車体骨格Ｗ５を説明する説明図を
示し、図２２は第６環状車体骨格Ｗ６、及び第７環状車体骨格Ｗ７を説明する説明図を示
している。
【００３０】
　また、図示を明確にするため、図３及び図２２中においてロアアーム２２の図示を省略
し、図４及び図２１中においてタワーバー１３の図示を省略し、図７中においてエプロン
レインアッパ８２１の図示を省略している。さらに、図１２及び図１３中においてサイド
フレームアウタ１０２の図示を省略し、図１８中においてフロントサスダンパ２０の図示
を省略している。
【００３１】
　また、図中において、矢印Ｆｒ及びＲｒは前後方向を示しており、矢印Ｆｒは前方を示
し、矢印Ｒｒは後方を示している。　
　さらに、矢印Ｒｈ及びＬｈは幅方向を示しており、矢印Ｒｈは右方向を示し、矢印Ｌｈ
は左方向を示している。加えて、矢印ＩＮは車幅方向内側を示し、矢印ＯＵＴは車幅方向
外側を示している。
【００３２】
　本実施形態における車両１の前部車体は、図１から図４に示すように、車幅方向に所定
間隔を隔てた位置で車両上下方向に延びる左右一対のヒンジピラー２と、ヒンジピラー２
の上部を車幅方向に連結するカウルボックス３と、ヒンジピラー２の間に配設されたダッ
シュパネル４と、ヒンジピラー２の下部を車幅方向に連結するダッシュクロスメンバ５と
、ダッシュクロスメンバ５の車両上方に配設された補強メンバ６と、ダッシュクロスメン
バ５の車両下方に配設された左右一対のトルクボックス７とを備えている。
【００３３】
　さらに、車両１の前部車体は、図１から図３に示すように、ヒンジピラー２の上部から
車両前方へ延びる左右一対のエプロンレインフォースメント８と、エプロンレインフォー
スメント８の前端を車幅方向に連結するシュラウドアッパ９と、エプロンレインフォース
メント８よりも車幅方向内側、かつ車両下方を車両前後方向に延びる左右一対のフロント
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サイドフレーム１０とを備えている。
【００３４】
　加えて、車両１の前部車体は、図１及び図３に示すように、シュラウドアッパ９、及び
フロントサイドフレーム１０の前端を車両上下方向に連結する左右一対のシュラウドメン
バ１１と、ヒンジピラー２、及びシュラウドメンバ１１の間に配設された左右一対のサス
ペンションハウジング１２と、左右のサスペンションハウジング１２を連結するタワーバ
ー１３と、フロントサイドフレーム１０の車両下方に配設されたサブフレーム１４とを備
えている。
【００３５】
　そして、車両１の前部車体は、図１及び図３に示すように、シュラウドメンバ１１と略
同じ車両前後方向の位置において、フロントサイドフレーム１０、及びサブフレーム１４
を連結する左右一対の前方連結部材１５と、サスペンションハウジング１２と略同じ車両
前後方向の位置において、フロントサイドフレーム１０、及びサブフレーム１４を連結す
る後方連結部材１６とを備えている。
【００３６】
　引き続き、上述した車両１の前部車体を構成する各構成要素について、詳述すると、ヒ
ンジピラー２は、図１及び図３に示すように、車室下部を構成するとともに、車両前後方
向に延びる閉断面部材であるサイドシル１７の前端と、サイドシル１７の車両上方を車両
前後方向に延びる閉断面部材であるフロントピラー１８の前端とを、車両上下方向に連結
している。
【００３７】
　このヒンジピラー２は、詳細な図示を省略するが、車両前後方向に沿った水平断面にお
ける断面形状が閉断面をなす閉断面部材であって、車幅方向内側に配設されたヒンジピラ
ーインナと、ヒンジピラーインナに対して車幅方向外側に配設されたヒンジピラーアウタ
とで構成されている。
【００３８】
　また、カウルボックス３は、図２に示すように、平面視において、車幅方向略中央が車
両前方へ突出した平面視略円弧状に形成されている。このカウルボックス３は、図５に示
すように、車両前後方向に沿った縦断面における断面形状が閉断面をなす閉断面部材であ
って、車両下方に配設されたカウルロア３１と、カウルロア３１を車両上方から覆うカウ
ルアッパ３２とで構成されている。
【００３９】
　また、ダッシュパネル４は、図１、図４、及び図５に示すように、車室の前壁をなすパ
ネル部材であって、車幅方向の両端がそれぞれ左右のヒンジピラー２に接合されるととも
に、上端がカウルボックス３のカウルロア３１に接合されている。
【００４０】
　さらに、ダッシュパネル４における車幅方向略中央近傍の下端縁は、図４に示すように
、正面視において、車室内を車両前後方向に延びるフロアトンネル（図示省略）に沿うよ
うに、車両上方へ略逆Ｕ字状に突出した形状に形成されている。このフロアトンネルに沿
った形状に形成された下端縁を、トンネル対応部分４ａとする。
【００４１】
　また、ダッシュクロスメンバ５は、図４に示すように、左右のヒンジピラー２の下部を
、ダッシュパネル４の下端縁に沿って車幅方向に連結している。このダッシュクロスメン
バ５は、詳細な図示を省略するが、車両前後方向に沿った縦断面において、ダッシュパネ
ル４とで閉断面をなすように、車両前方へ突出した断面略ハット状に形成されている。
【００４２】
　より詳しくは、ダッシュクロスメンバ５は、図４に示すように、正面視において、ダッ
シュパネル４のトンネル対応部分４ａに沿うように車両上方へ突出した正面視略門型形状
の門型形状部５ａと、門型形状部５ａの下端からそれぞれ左右のヒンジピラー２へ向けて
車幅方向外側へ延設された水平延設部５ｂとで一体形成されている。
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【００４３】
　また、補強メンバ６は、図４に示すように、正面視において、ダッシュクロスメンバ５
における門型形状部５ａの車両上方において、ダッシュパネル４を補強する補強部材とし
て配設されている。この補強メンバ６は、上端がカウルボックス３に接合され、下端がダ
ッシュクロスメンバ５の門型形状部５ａに接合されている。
【００４４】
　より詳しくは、補強メンバ６は、図４に示すように、車両下方が開口した正面視略門型
形状の補強メンバ本体６ａと、補強メンバ本体６ａで囲われた部分を覆う略平板状の平板
部６ｂとで一体形成されている。
【００４５】
　補強メンバ本体６ａは、図５に示すように、車両前後方向に沿った縦断面において、カ
ウルボックス３のカウルロア３１、及びダッシュパネル４とで閉断面をなすように、車両
前方へ突出した断面形状に形成されている。　
　平板部６ｂには、図４及び図５に示すように、車両前方へ突出するとともに、車幅方向
に延びるリブ６ｃが、車両上下方向に所定間隔を隔てて２つ形成されている。
【００４６】
　また、トルクボックス７は、図１及び図４に示すように、ダッシュクロスメンバ５にお
ける水平延設部５ｂの車両下方に隣接するとともに、サイドシル１７とフロントサイドフ
レーム１０とを車幅方向に連結している。このトルクボックス７は、詳細な図示を省略す
るが、サイドシル１７に対して車幅方向内側で隣接するダッシュパネル４とで、車両前後
方向に沿った縦断面における断面形状が閉断面をなす略ボックス状に形成されている。
【００４７】
　また、エプロンレインフォースメント８は、図２に示すように、平面視において、車両
前後方向に略直線的に延びる形状に形成された閉断面部材であって、後端に対して前端が
車幅方向内側に位置するように配設されている。
【００４８】
　なお、エプロンレインフォースメント８における車幅方向内側の縁端は、図２に示すよ
うに、平面視において、後述するサスペンションハウジング１２のダンパ取付け部１２１
ａと略同じ車両前後方向の位置に頂部が位置するように、車幅方向内側へ突出した平面視
略円弧状に形成されている。
【００４９】
　より詳しくは、エプロンレインフォースメント８は、図１及び図３に示すように、ヒン
ジピラー２の上部に後端が接合されたエプロンレイン後部８１と、エプロンレイン後部８
１に接合されたエプロンレイン前部８２とで構成されている。
【００５０】
　エプロンレイン後部８１は、図２及び図３に示すように、後述するサスペンションハウ
ジング１２の後端よりも僅かに車両後方の位置に前端が位置する車両前後方向の長さで形
成されている。このエプロンレイン後部８１は、図５に示すように、車幅方向に沿った縦
断面における断面形状が閉断面形状となるように形成されている。
【００５１】
　エプロンレイン前部８２は、図３に示すように、側面視において、略水平な上面に対し
て、下面がホイールアーチをなすように湾曲した形状に形成されている。このエプロンレ
イン前部８２は、図６及び図７に示すように、車幅方向に沿った縦断面における断面形状
が断面略矩形の閉断面形状であって、車両上方に配置されたエプロンレインアッパ８２１
と、エプロンレインアッパ８２１に対して車両下方に配置されたエプロンレインロア８２
２とで構成されている。
【００５２】
　具体的には、エプロンレインアッパ８２１は、図６に示すように、車幅方向に沿った縦
断面における断面形状が、車両上方に突出した断面略ハット状に形成されている。　
　一方、エプロンレインロア８２２は、図６及び図７に示すように、車幅方向に沿った縦
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断面における断面形状が、車両下方に突出した断面略ハット状に形成されている。
【００５３】
　このエプロンレインロア８２２は、図７に示すように、サスペンションハウジング１２
に一体形成されたエプロンレイン構成部１２４と、エプロンレイン構成部１２４から連続
する形状に形成された鉄鋼製のロアパネル８２３とを、車両後方からこの順番で接合して
一体的に構成している。なお、エプロンレイン構成部１２４については、後ほど詳述する
。
【００５４】
　また、シュラウドアッパ９は、図８に示すように、車両前後方向に沿った縦断面におけ
る断面形状が閉断面となる閉断面部材であって、車両下方に突出した断面略ハット状のシ
ュラウドロアパネル９１と、車両上方に突出した断面略ハット状のシュラウドアッパパネ
ル９２とで構成されている。
【００５５】
　また、フロントサイドフレーム１０は、図３及び図９に示すように、ダッシュパネル４
の下部からエプロンレインフォースメント８の前端に至る車両前後方向の長さを有する閉
断面部材である。　
　このフロントサイドフレーム１０の後端は、図９に示すように、フロアパネル（図示省
略）とで車両前後方向に延びる閉断面をなすフロアフレーム１９の前端から、ダッシュク
ロスメンバ５に至る範囲に接合されている。さらに、フロントサイドフレーム１０におけ
る車幅方向外側の側面には、トルクボックス７の車幅方向内側が接合されている。
【００５６】
　より詳しくは、フロントサイドフレーム１０は、図６、図１０、及び図１１に示すよう
に、車幅方向に沿った縦断面における断面形状が断面略矩形の閉断面形状であって、車幅
方向内側に配設されたサイドフレームインナ１０１と、サイドフレームインナ１０１に対
して車幅方向外側に配設されたサイドフレームアウタ１０２とで構成されている。
【００５７】
　サイドフレームインナ１０１は、図１０に示すように、車幅方向内側に突出した略ハッ
ト状の開断面を車両前後方向に延設した形状に形成されている。　
　一方、サイドフレームアウタ１０２は、図１１に示すように、サイドフレームインナ１
０１における車幅方向の長さよりも長い車幅方向の長さで、車幅方向外側に突出した略ハ
ット状の開断面を車両前後方向に延設した形状に形成されている。
【００５８】
　このようなフロントサイドフレーム１０には、図１に示すように、前端開口を閉塞する
とともに、図示を省略したクラッシュカンが連結される略平板状のプレート部材１０３が
接合されている。
【００５９】
　さらに、フロントサイドフレーム１０の内部には、図１２及び図１３に示すように、車
両前後方向に所定間隔を隔てた位置で内部空間を仕切るように、第１の節部材１０４、第
２の節部材１０５、及び第３の節部材１０６が、車両前方からこの順番で配設されている
。
【００６０】
　第１の節部材１０４は、図１２及び図１４に示すように、車両前後方向に所定の厚みを
有する略平板状の平板部分と、平板部分の縁端からフランジ状に延設したフランジ部分と
で一体形成されている。
【００６１】
　この第１の節部材１０４は、図１２及び図１４に示すように、後述するシュラウドメン
バ１１の下端後部と略同じ車両前後方向の位置に配設されるとともに、フロントサイドフ
レーム１０の内面に接合されている。このため、フロントサイドフレーム１０の内部には
、プレート部材１０３と第１の節部材１０４とによって、後述するシュラウドメンバ１１
と連続する閉断面空間が形成されている。
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【００６２】
　第２の節部材１０５は、図１２に示すように、車両前後方向に所定の厚みを有する略平
板状の平板部分と、平板部分の縁端からフランジ状に延設したフランジ部分とで一体形成
されている。この第２の節部材１０５は、第１の節部材１０４に対して所定間隔だけ車両
後方に離間した位置に配設されている。
【００６３】
　第３の節部材１０６は、図１３に示すように、車両前後方向に所定の厚みを有する略平
板状の平板部分と、平板部分の縁端からフランジ状に延設したフランジ部分とで一体形成
されている。この第３の節部材１０６は、図１３に示すように、後述するサスペンション
ハウジング１２の後方補強部１２３と、後述する後方連結部材１６とを車両上下方向に連
結するように、フロントサイドフレーム１０の内面に接合されている。
【００６４】
　また、シュラウドメンバ１１は、図１０、図１１、及び図１５に示すように、車両前後
方向に沿った水平断面における断面形状が断面略矩形の閉断面をなす閉断面部材であって
、車幅方向内側に配設された内側面構成部１１１と、内側面構成部１１１に対して車幅方
向外側に配設された外側面構成部１１２と、内側面構成部１１１の車両前方側に配設され
た前面構成部１１３とで構成されている。
【００６５】
　具体的には、内側面構成部１１１は、図１０及び図１５に示すように、シュラウドメン
バ１１における車幅方向内側の側面となる内側面部分１１１ａと、シュラウドメンバ１１
の後面となる後面部分１１１ｂと、内側面部分１１１ａの前端から車幅方向外側へ延設し
た前側フランジ部分１１１ｃと、後面部分１１１ｂの車幅方向外側から車両後方へ延設し
た後側フランジ部分１１１ｄと、後面部分１１１ｂの下端から車両後方へ延設した下側フ
ランジ部分１１１ｅとで一体形成されている。
【００６６】
　この内側面構成部１１１は、図１０及び図１２に示すように、内側面部分１１１ａの下
端が、サイドフレームアウタ１０２のフランジ部に接合され、下側フランジ部分１１１ｅ
が、サイドフレームアウタ１０２の上面を介して第１の節部材１０４に接合されている。
【００６７】
　外側面構成部１１２は、図１１及び図１５に示すように、サイドフレームアウタ１０２
の車幅方向外側の側面よりも車幅方向外側に膨出した膨出部分１１２ａと、膨出部分１１
２ａの下端縁、及び後端縁に沿って略フランジ状に設けた後側フランジ部分１１２ｂと、
膨出部分１１２ａの前端縁から車幅方向外側へ延設した前側フランジ部分１１２ｃで一体
形成されている。
【００６８】
　この外側面構成部１１２の膨出部分１１２ａは、上端からフロントサイドフレーム１０
の側面に至る車両上下方向の長さで形成されている。さらに、外側面構成部１１２は、後
側フランジ部分１１２ｂの下部がサイドフレームアウタ１０２に接合され、後側フランジ
部分１１２ｂの後部が内側面構成部１１１の後側フランジ部分１１１ｄに接合され、前側
フランジ部分１１２ｃが前面構成部１１３に接合されている。
【００６９】
　前面構成部１１３は、図１０、図１１、図１４、及び図１５に示すように、車両前後方
向に所定の厚みを有する略平板状であって、内側面構成部１１１と外側面構成部１１２と
で構成された車両前方側の開口を閉塞する形状に形成されている。
【００７０】
　このため、シュラウドメンバ１１は、図１４及び図１５に示すように、車両前後方向に
沿った水平断面において、フロントサイドフレーム１０の上面よりも車両上方では、内側
面構成部１１１、外側面構成部１１２、及び前面構成部１１３で閉断面を形成し、フロン
トサイドフレーム１０の上面よりも車両下方では、外側面構成部１１２、前面構成部１１
３、及びフロントサイドフレーム１０の側面で閉断面を形成している。
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【００７１】
　つまり、シュラウドメンバ１１は、外側面構成部１１２、及び前面構成部１１３が、フ
ロントサイドフレーム１０とで閉断面となる閉断面部を形成することで、プレート部材１
０３と第１の節部材１０４とで仕切られたフロントサイドフレーム１０の閉断面空間に隣
接する閉断面空間を形成している。
【００７２】
　また、サスペンションハウジング１２は、図１及び図３に示すように、ヒンジピラー２
、及びダッシュパネル４よりも車両前方の所望位置に配設されたフロントサスダンパ２０
の上端、及びアッパアーム２１を揺動自在に支持する高剛性部材であって、エプロンレイ
ンフォースメント８とフロントサイドフレーム１０とに跨って架設されている。
【００７３】
　より詳しくは、サスペンションハウジング１２は、図３及び図１６に示すように、フロ
ントサスダンパ２０の上端が取付けられるサスタワー１２１と、サスタワー１２１の車両
前方側に隣接する前方補強部１２２と、サスタワー１２１の車両後方側に隣接する後方補
強部１２３と、上述したエプロンレインフォースメント８におけるエプロンレインロア８
２２の一部となるエプロンレイン構成部１２４とで一体形成されている。
【００７４】
　このサスペンションハウジング１２は、図３に示すように、その下端がフロントサイド
フレーム１０におけるサイドフレームアウタ１０２のフランジ部に接合されている。なお
、サスペンションハウジング１２における後方補強部１２３の下端は、図３に示すように
、後述する後方連結部材１６の上側基部１６３と略同じ車両前後方向の位置で、フロント
サイドフレーム１０におけるサイドフレームアウタ１０２のフランジ部に接合されている
。
【００７５】
　サスタワー１２１は、図１３及び図１６に示すように、平面視略円形状の天板部分と、
天板部分における車幅方向内側の縁端から車両下方へ延設されて、車幅方向内側の側面と
なる側面部分とで形成されている。このサスタワー１２１の天板部分には、フロントサス
ダンパ２０の上端が取付けられる平面視略円形状のダンパ取付け部１２１ａが形成されて
いる。
【００７６】
　前方補強部１２２は、図１３及び図１６に示すように、サスタワー１２１の車両前方を
補強する補強部として形成されている。この前方補強部１２２は、サスタワー１２１の天
板部分と略同じ車両上下方向の位置からサスペンションハウジング１２の下部に至る範囲
を、車幅方向内側へ膨出させた形状に形成されている。
【００７７】
　後方補強部１２３は、図１３及び図１６に示すように、サスタワー１２１の車両後方を
補強する補強部として形成されている。この後方補強部１２３は、サスタワー１２１の天
板部分よりも車両上方の位置からサスペンションハウジング１２の下部に至る範囲を、車
幅方向内側へ膨出させた形状に形成されている。
【００７８】
　エプロンレイン構成部１２４は、図７、図１６、図１７に示すように、サスタワー１２
１、前方補強部１２２、及び後方補強部１２３の上端を一体的に車幅方向外側へ延設する
とともに、エプロンレインフォースメント８のエプロンレインアッパ８２１とで車両前後
方向に延びる閉断面をなす形状に形成されている。
【００７９】
　具体的には、エプロンレイン構成部１２４は、エプロンレインフォースメント８のロア
パネル８２３に接合された状態において、車幅方向に沿った縦断面における断面形状が、
ロアパネル８２３と連続する車両下方に突出した断面略ハット状になるように形成されて
いる
　このような構成のサスペンションハウジング１２における車幅方向外側の面には、図３
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、図１３、及び図１７に示すように、アッパアーム２１における前側の連結部を揺動自在
に支持する前側支持部１２５と、アッパアーム２１における後側の連結部を揺動自在にす
る後側支持部１２６とが、サスタワー１２１を挟んだ車両前後方向の位置に形成されてい
る。
【００８０】
　前側支持部１２５は、前方補強部１２２における車両前後方向の両端に沿って、車幅方
向外側へ向けて立設された一対の壁面状に形成されている。　
　後側支持部１２６は、後方補強部１２３における車両前後方向の両端に沿って、車幅方
向外側へ向けて立設された一対の壁面状に形成されている。
【００８１】
　また、タワーバー１３は、図２及び図５に示すように、左右のサスペンションハウジン
グ１２における後方補強部１２３の上面を、カウルボックス３を介して連結している。　
　具体的には、タワーバー１３は、図２及び図５に示すように、左右のサスペンションハ
ウジング１２の後方補強部１２３を連結するパイプ状のバー本体１３１と、バー本体１３
１の後端を保持するとともに、カウルボックス３に連結される保持部材１３２とで構成さ
れている。
【００８２】
　バー本体１３１は、図２、図５、及び図７に示すように、サスペンションハウジング１
２の後方補強部１２３に連結される左右一対のフランジ部分１３１ａと、カウルボックス
３における車幅方向略中央近傍へ向けて、フランジ部分１３１ａから車両後方、かつ車幅
方向内側へ略直線的に延びる左右一対の長尺状部分１３１ｂと、長尺状部分１３１ｂの後
端を連結する連結部分１３１ｃとで平面視略Ｖ字状に一体形成されている。
【００８３】
　保持部材１３２は、図１、図２、及び図５に示すように、左右の長尺状部分１３１ｂに
おける後端近傍と、連結部分１３１ｃとを一体的に保持する形状に形成されるとともに、
補強メンバ６における門型形状部５ａの上面に接合可能な形状に形成されている。
【００８４】
　このようなタワーバー１３は、図５に示すように、補強メンバ６における門型形状部５
ａの上面に保持部材１３２が接合されることで、ダッシュパネル４及びカウルボックス３
とで閉断面をなす補強メンバ６を介して、閉断面部材であるカウルボックス３に連結され
ている。
【００８５】
　また、サブフレーム１４は、図１８に示すように、車幅方向に所定間隔を隔てた位置で
車両前後方向に延びる左右一対のサイドメンバ１４１と、左右のサイドメンバ１４１を車
幅方向に連結する前側サスクロスメンバ１４２、中央サスクロスメンバ１４３、及び後側
サスクロスメンバ１４４とで、平面視略梯子状に形成されている。　
　より詳しくは、サイドメンバ１４１は、図２に示すように、平面視において、フロント
サイドフレーム１０よりも僅かに車幅方向内側に配設されている。
【００８６】
　このサイドメンバ１４１は、図１８に示すように、車幅方向に沿った縦断面における断
面形状が断面略矩形の閉断面となる閉断面部材であって、フロントサイドフレーム１０に
おける車両前後方向の長さと略同じ車両前後方向の長さを有する形状に形成されている。
　
　なお、サイドメンバ１４１の前端、及び後端は、図１８に示すように、それぞれ車幅方
向外側へ向けて屈曲した形状に形成されている。
【００８７】
　さらに、サイドメンバ１４１には、図１８に示すように、ロアアーム２２における車両
前方側の連結部を揺動自在に支持する前側支持ブラケット１４５が、後述する後方連結部
材１６よりも車両前方の部分に接合され、ロアアーム２２における車両後方側の連結部を
揺動自在に支持する後側支持ブラケット１４６が、後方連結部材１６よりも車両後方の部
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分に締結固定されている。
【００８８】
　加えて、サイドメンバ１４１の後端上面には、図９及び図１８に示すように、フロント
サイドフレーム１０の後端下面に締結固定するための締結部材１４７が挿通する挿通孔（
図示省略）が開口形成されている。
【００８９】
　前側サスクロスメンバ１４２は、図１８に示すように、サイドメンバ１４１の前端を車
幅方向に連結している。この前側サスクロスメンバ１４２は、図１８に示すように、車両
前後方向に沿った縦断面における断面形状が閉断面となる閉断面部材であって、車両上方
に突出した断面略ハット状のメンバアッパと、略平板状のメンバロアとで構成されている
。
【００９０】
　中央サスクロスメンバ１４３は、図１８に示すように、前側サスクロスメンバ１４２か
ら車両後方に所定間隔だけ離間した位置で、左右のサイドメンバ１４１を車幅方向に連結
している。この中央サスクロスメンバ１４３は、サスペンションハウジング１２の後方補
強部１２３と略同じ車両前後方向の位置で左右のサイドメンバ１４１を連結する閉断面部
分である後方閉断面部１４３ａと、後方閉断面部１４３ａから車両前方に離間した位置で
左右のサイドメンバ１４１を連結する閉断面部分である前方閉断面部１４３ｂとを有する
形状に形成されている。
【００９１】
　具体的には、中央サスクロスメンバ１４３は、図１８に示すように、車両上方へ突出す
るとともに、車幅方向外側が開口した平面視略Ｈ字状のメンバアッパと、略平板状のメン
バロアとを車両上下方向に接合することで、車両後方側で車幅方向に延びる閉断面部分で
ある後方閉断面部１４３ａと、車両前方側で車幅方向に延びる閉断面部分である前方閉断
面部１４３ｂとを形成している。
【００９２】
　後側サスクロスメンバ１４４は、図１８に示すように、サイドメンバ１４１の後端を車
幅方向に連結している。この後側サスクロスメンバ１４４は、図１８に示すように、車両
前後方向に沿った縦断面における断面形状が閉断面をなす閉断面部材であって、車両上方
に突出した断面略ハット状のメンバアッパと、略平板状のメンバロアとで構成されている
。
【００９３】
　また、左右一対の前方連結部材１５は、図１１、図１２、及び図１８に示すように、略
矩形の閉断面を車両上方、かつ車幅方向外側へ延設したのち、車幅方向外側へ延設した形
状に形成されている。この前方連結部材１５は、図１２に示すように、シュラウドメンバ
１１の下端と略同じ車両前後方向の位置において、フロントサイドフレーム１０における
サイドフレームアウタ１０２の下面と、サブフレーム１４の前側サスクロスメンバ１４２
とを車両上下方向に連結している。
【００９４】
　より詳しくは、前方連結部材１５は、図１１、図１２、及び図１８に示すように、車両
前後方向に沿った縦断面における断面形状が断面略矩形の閉断面形状であって、車両下方
が開口した断面略門型形状のメンバアッパと、車両上方が開口した断面略門型形状のメン
バロアとを車両上下方向に接合して構成している。
【００９５】
　さらに、前方連結部材１５には、図１２及び図１８に示すように、フロントサイドフレ
ーム１０に締結固定するための締結部材１５１が、車幅方向外側の上面に一体的に設けら
れている。
【００９６】
　そして、前方連結部材１５は、図１２に示すように、車両前後方向におけるプレート部
材１０３と第１の節部材１０４との間において、車幅方向外側の上面が、シュラウドメン
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バ１１と車両上下方向で対向するように、サイドフレームアウタ１０２の下面に、締結部
材１５１を介して締結固定されている。
【００９７】
　また、後方連結部材１６は、図３及び図１３に示すように、サスペンションハウジング
１２の後方補強部１２３と略同じ車両前後方向の位置において、フロントサイドフレーム
１０におけるサイドフレームアウタ１０２の下面と、サブフレーム１４のサイドメンバ１
４１とを、車両上下方向に連結している。
【００９８】
　換言すると、後方連結部材１６は、図１３に示すように、フロントサイドフレーム１０
の内部に設けた第３の節部材１０６と略同じ車両前後方向の位置において、フロントサイ
ドフレーム１０におけるサイドフレームアウタ１０２の下面と、サブフレーム１４のサイ
ドメンバ１４１とを、車両上下方向に連結している。
【００９９】
　この後方連結部材１６は、図１８に示すように、アルミダイキャスト製の高剛性部材で
あって、サイドメンバ１４１に締結固定される下側基部１６１と、エンジンマウントブッ
シュ（図示省略）が収容保持される収容保持部１６２と、フロントサイドフレーム１０に
締結固定するための締結部材１６４が設けられた上側基部１６３とで一体形成されている
。
【０１００】
　収容保持部１６２は、図１８に示すように、下側基部１６１から車両上方、かつ車幅方
向内側へ向けて延設された略円筒状に形成されている。詳細な図示を省略するが、この収
容保持部１６２は、エンジン（図示省略）を弾性支持するエンジンマウントブッシュを、
内部に収容可能に構成されている。
【０１０１】
　上側基部１６３は、図１３に示すように、サブフレーム１４に締結固定された状態にお
いて、第３の節部材１０６と略同じ車両前後方向の位置に位置するように、収容保持部１
６２の車幅方向外側に一体的に形成されている。
【０１０２】
　上述したような構成の車両１の前部車体には、図１９から図２２に示すように、上述し
た車体骨格をなす部材同士が連結されることによって、略環状となる複数の環状車体骨格
が形成されるとともに、複数の環状車体骨格が互いに連結されることで、立体的に略環状
な立体環状車体骨格が形成されている。
【０１０３】
　具体的には、車両１の前部車体は、図１９から図２１に示すように、正面視において、
シュラウドアッパ９をとおって略環状となる第１環状車体骨格Ｗ１と、サスペンションハ
ウジング１２をとおって略環状となる第２環状車体骨格Ｗ２と、ダッシュクロスメンバ５
をとおって略環状となる第３環状車体骨格Ｗ３と、ダッシュクロスメンバ５、及びサブフ
レーム１４をとおって略環状となる第４環状車体骨格Ｗ４と、トルクボックス７、及びサ
ブフレーム１４をとおって略環状となる第５環状車体骨格Ｗ５とが形成されている。
【０１０４】
　さらに、車両１の前部車体には、図２２に示すように、側面視において、エプロンレイ
ンフォースメント８をとおって略環状となる第６環状車体骨格Ｗ６と、サブフレーム１４
をとおって略環状となる第７環状車体骨格Ｗ７とが形成されている。
【０１０５】
　そして、車両１の前部車体は、正面視略環状となる第１環状車体骨格Ｗ１、第２環状車
体骨格Ｗ２、第３環状車体骨格Ｗ３、第４環状車体骨格Ｗ４、及び第５環状車体骨格Ｗ５
が、第６環状車体骨格Ｗ６、及び第７環状車体骨格Ｗ７を介して互いに接続されるように
、左右のエプロンレインフォースメント８、左右のフロントサイドフレーム１０、及びサ
ブフレーム１４の左右のサイドメンバ１４１によって連結されている。
【０１０６】
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　詳述すると、正面視略環状となる第１環状車体骨格Ｗ１は、図１９に示すように、閉断
面部材であるシュラウドアッパ９と、プレート部材１０３、及び第１の節部材１０４で囲
われた閉断面部材であるフロントサイドフレーム１０と、閉断面部材である左右のシュラ
ウドメンバ１１と、閉断面部材であるサブフレーム１４の前側サスクロスメンバ１４２と
、閉断面部材である左右の前方連結部材１５とで構成されている。
【０１０７】
　また、正面視略環状となる第２環状車体骨格Ｗ２は、図２０に示すように、第３の節部
材１０６を備えた閉断面部材である左右のフロントサイドフレーム１０と、高剛性部材で
ある左右のサスペンションハウジング１２の後方補強部１２３と、閉断面部材であるタワ
ーバー１３と、閉断面部材であるサブフレーム１４の中央サスクロスメンバ１４３におけ
る後方閉断面部１４３ａと、高剛性部材である左右の後方連結部材１６とで構成されてい
る。
【０１０８】
　また、正面視略環状となる第３環状車体骨格Ｗ３は、図２１に示すように、閉断面部材
である左右のヒンジピラー２と、閉断面部材であるカウルボックス３と、ダッシュパネル
４とで車幅方向に延びる閉断面をなすダッシュクロスメンバ５とで構成されている。
【０１０９】
　また、正面視略環状となる第４環状車体骨格Ｗ４は、図２１に示すように、閉断面部材
である左右のヒンジピラー２と、閉断面部材であるカウルボックス３と、ダッシュパネル
４とで閉断面をなすダッシュクロスメンバ５の水平延設部５ｂと、閉断面部材である左右
のフロントサイドフレーム１０と、閉断面部材であるサブフレーム１４のサイドメンバ１
４１、及び後側サスクロスメンバ１４４とで構成されている。
【０１１０】
　また、正面視略環状となる第５環状車体骨格Ｗ５は、図２１に示すように、閉断面部材
である左右のヒンジピラー２と、閉断面部材であるカウルボックス３と、ダッシュパネル
４とで閉断面をなすトルクボックス７と、閉断面部材である左右のフロントサイドフレー
ム１０と、閉断面部材であるサブフレーム１４のサイドメンバ１４１、及び後側サスクロ
スメンバ１４４とで構成されている。
【０１１１】
　また、側面視略環状となる第６環状車体骨格Ｗ６は、図２２に示すように、閉断面部材
であるヒンジピラー２と、ダッシュパネル４とで閉断面をなすダッシュクロスメンバ５と
、閉断面部材であるエプロンレインフォースメント８と、閉断面部材であるフロントサイ
ドフレーム１０と、閉断面部材であるシュラウドメンバ１１とで構成されている。
【０１１２】
　また、側面視略環状となる第７環状車体骨格Ｗ７は、図２２に示すように、閉断面部材
であるフロントサイドフレーム１０と、閉断面部材であるサブフレーム１４のサイドメン
バ１４１と、閉断面部材である前方連結部材１５とで構成されている。
【０１１３】
　このように車両１の前部車体は、車両前後方向に所定間隔を隔てた位置に形成された正
面視略環状となる第１環状車体骨格Ｗ１、第２環状車体骨格Ｗ２、第３環状車体骨格Ｗ３
、第４環状車体骨格Ｗ４、及び第５環状車体骨格Ｗ５が、側面視略環状となる左右の第６
環状車体骨格Ｗ６、及び左右の第７環状車体骨格Ｗ７によって車両前後方向に連結されて
いる。
【０１１４】
　このため、車両１の前部車体には、正面視略環状の第１環状車体骨格Ｗ１、第２環状車
体骨格Ｗ２、第３環状車体骨格Ｗ３、第４環状車体骨格Ｗ４、及び第５環状車体骨格Ｗ５
と、側面視略環状の第６環状車体骨格Ｗ６、及び第７環状車体骨格Ｗ７とで、略かご状の
立体環状車体骨格が形成されている。
【０１１５】
　以上のように、車両１のダッシュパネル４から車両前方に所定間隔を隔てた所望位置で
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フロントサスダンパ２０の上端を支持する左右一対のサスペンションハウジング１２と、
サスペンションハウジング１２の下端が連結されるとともに、車両前後方向に延びる閉断
面部材である左右一対のフロントサイドフレーム１０と、フロントサイドフレーム１０の
車両下方に配設されるとともに、ロアアーム２２を揺動自在に支持するサブフレーム１４
とを備えた車両１の前部車体構造は、フロントサスダンパ２０が取付けられるダンパ取付
け部１２１ａに近接して車両上下方向に延びるとともに、ダンパ取付け部１２１ａを補強
する後方補強部１２３を備え、サスペンションハウジング１２の後方補強部１２３と略同
じ車両前後方向の位置で、フロントサイドフレーム１０、及びサブフレーム１４を車両上
下方向に連結するとともに、エンジンマウントブッシュの収容保持部１６２が一体形成さ
れた左右一対の後方連結部材１６と、後方連結部材１６の上端と略同じ車両前後方向の位
置で、フロントサイドフレーム１０の内部空間を車両前後方向に隔てる第３の節部材１０
６と、サスペンションハウジング１２よりも車両後方で車両１の車体を構成するカウルボ
ックス３、及びサスペンションハウジング１２の後方補強部１２３を連結する略長尺状の
部材である左右一対のタワーバー１３の長尺状部分１３１ｂとを備えたことにより、ダッ
シュパネル４に対して車両前方に離間した位置にサスペンションハウジング１２が配設さ
れた場合であっても、サブフレーム１４に作用する荷重や振動を、サスペンションハウジ
ング１２よりも車両後方の車体に伝達することができる。
【０１１６】
　具体的には、フロントサイドフレーム１０の内部空間に備えた第３の節部材１０６によ
り、車両１の前部車体構造は、後方連結部材１６とサスペンションハウジング１２の後方
補強部１２３との間におけるフロントサイドフレーム１０の剛性を、第３の節部材１０６
を備えていない場合に比べて向上することができる。
【０１１７】
　さらに、サスペンションハウジング１２のダンパ取付け部１２１ａ近傍に後方補強部１
２３を備えたことにより、車両１の前部車体構造は、後方連結部材１６と、第３の節部材
１０６が配設されたフロントサイドフレーム１０と、サスペンションハウジング１２の後
方補強部１２３と、タワーバー１３の長尺状部分１３１ｂとで、車両１のカウルボックス
３とサブフレーム１４とを連結する車体骨格を構成することができる。
【０１１８】
　これにより、車両１の前部車体構造は、後方連結部材１６、第３の節部材１０６が配設
されたフロントサイドフレーム１０、サスペンションハウジング１２の後方補強部１２３
、及びタワーバー１３の長尺状部分１３１ｂで構成された車体骨格を介して、ロアアーム
２２からサブフレーム１４に作用した荷重や振動を、車両１のカウルボックス３に伝達す
ることができる。
【０１１９】
　さらに、後方連結部材１６にエンジンマウントブッシュが装着されるため、車両１の前
部車体構造は、後方連結部材１６に作用するエンジンの振動を、後方連結部材１６、第３
の節部材１０６が配設されたフロントサイドフレーム１０、サスペンションハウジング１
２の後方補強部１２３、及びタワーバー１３の長尺状部分１３１ｂで構成された車体骨格
を介して、車両１のカウルボックス３に伝達することができる。
【０１２０】
　従って、車両１の前部車体構造は、ダッシュパネル４に対して車両前方に離間した位置
にサスペンションハウジング１２が配設された場合であっても、サブフレーム１４に作用
する荷重や振動を、サスペンションハウジング１２よりも車両後方の車体に伝達すること
ができる。
【０１２１】
　また、サブフレーム１４が、後方連結部材１６の下端と略同じ車両前後方向の位置で、
車幅方向に延びる閉断面部材である中央サスクロスメンバ１４３の後方閉断面部１４３ａ
を備え、タワーバー１３の長尺状部分１３１ｂが、左右の長尺状部分１３１ｂを一体的に
連結する連結部分１３１ｃを介してカウルボックス３に連結され、第３の節部材１０６を
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備えた左右のフロントサイドフレーム１０と、左右のサスペンションハウジング１２の後
方補強部１２３と、左右の後方連結部材１６と、左右のタワーバー１３の長尺状部分１３
１ｂと、中央サスクロスメンバ１４３の後方閉断面部１４３ａとで正面視略環状となる第
２環状車体骨格Ｗ２が構成されたことにより、車両１の前部車体構造は、ロアアーム２２
を介してサブフレーム１４に作用する荷重、及びフロントサスダンパ２０を介してサスペ
ンションハウジング１２に作用する荷重に対する車体剛性を向上することができる。
【０１２２】
　このため、車両１の前部車体構造は、ロアアーム２２、フロントサスダンパ２０、及び
エンジンから伝達された振動を、正面視略環状となる第２環状車体骨格Ｗ２によってより
抑制することができる。
【０１２３】
　従って、車両１の前部車体構造は、サブフレーム１４に伝達された振動の抑制と、サス
ペンションハウジング１２よりも車両後方の車体への振動伝達とを両立することができる
。
【０１２４】
　また、正面視略環状となる第２環状車体骨格Ｗ２が、ダンパ取付け部１２１ａの車両後
方側に構成されたことにより、車両１の前部車体構造は、正面視略環状となる第２環状車
体骨格Ｗ２を、サスペンションハウジング１２よりも車両後方の車体に近づけて構成する
ことができる。
【０１２５】
　このため、車両１の前部車体構造は、正面視略環状となる第２環状車体骨格Ｗ２をダン
パ取付け部１２１ａの車両前方側に構成した場合に比べて、ロアアーム２２を介してサブ
フレーム１４に作用する荷重、及びフロントサスダンパ２０を介してサスペンションハウ
ジング１２に作用する荷重に対する車体剛性をより向上することができる。
【０１２６】
　従って、車両１の前部車体構造は、サスペンションハウジング１２に伝達された振動、
及びサブフレーム１４に伝達された振動をより抑制できるとともに、サスペンションハウ
ジング１２よりも車両後方の車体により効率よく伝達することができる。
【０１２７】
　この発明の構成と、上述の実施形態との対応において、
この発明のサスペンションアームは、実施形態のロアアーム２２に対応し、
以下同様に、
補強部は、後方補強部１２３に対応し、
装着部は、収容保持部１６２に対応し、
マウント一体連結部材は、後方連結部材１６に対応し、
節部材は、第３の節部材１０６に対応し、
骨格部材は、カウルボックス３に対応し、
長尺状連結部材は、タワーバー１３の長尺状部分１３１ｂに対応し、
サスクロスメンバは、中央サスクロスメンバ１４３に対応し、
環状車体骨格は、第２環状車体骨格Ｗ２に対応するが、
この発明は、上述の実施形態の構成のみに限定されるものではなく、多くの実施の形態を
得ることができる。
【０１２８】
　例えば、上述した実施形態において、シュラウドメンバ１１が、フロントサイドフレー
ム１０の車幅方向外側の側面、及び上面に接合された構成としたが、これに限定せず、フ
ロントサイドフレーム１０の車幅方向における両側面、及び上面に接合されるシュラウド
メンバとしてもよい。
【０１２９】
　また、タワーバー１３の後端がカウルボックス３に連結された構成としたが、これに限
定せず、例えば、カウルボックス３に近接して左右のヒンジピラー２を車幅方向に連結す
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るとともに、ダッシュパネル４とで閉断面をなすダッシュクロスメンバに、タワーバー１
３の後端が連結される構成としてもよい。
【０１３０】
　また、タワーバー１３の後端が、補強メンバ６を介してカウルボックス３に連結された
構成としたが、これに限定せず、タワーバー１３の後端がカウルボックス３に直接的に接
合された構成としてもよい。
【０１３１】
　また、タワーバー１３のバー本体１３１における左右の長尺状部分１３１ｂが、連結部
分１３１ｃ、及び保持部材１３２を介して、カウルボックス３に連結される構成としたが
、これに限定せず、フランジ部分１３１ａと長尺状部分１３１ｂとで構成された左右一対
の長尺状連結部材として、別体で構成された左右の長尺状連結部材の後端をカウルボック
ス３に連結する構成としてもよい。
【０１３２】
　また、エンジンマウントブッシュを内部に収容保持する収容保持部１６２を備えた後方
連結部材１６としたが、これに限定せず、エンジンマウントブッシュが上面に装着固定さ
れる装着部を備えたマウント一体連結部材としてもよい。
【０１３３】
　また、サスペンションハウジング１２の前方補強部１２２、及び後方補強部１２３を、
車幅方向内側へ膨出した形状の補強部としたが、これに限定せず、車両上下方向に延びる
とともに、車幅方向内側へ向けて立設した複数のリブで構成された補強部としてもよい。
【０１３４】
　また、サスペンションハウジング１２は、アルミダイキャスト製のサスペンションハウ
ジング、または、鉄鋼板をプレス成形して形成されたサスペンションハウジングとしても
よい。なお、鉄鋼板をプレス成形して形成されたサスペンションハウジングの場合、サス
ペンションハウジングの前方補強部、及び後方補強部を、サスタワーとで車両上下方向に
延びる閉断面をなす開断面部材によって構成する。
【０１３５】
　また、サスペンションハウジング１２と後方連結部材１６との間におけるフロントサイ
ドフレーム１０の内部空間に、第３の節部材１０６を１つ備えた構成としたが、これに限
定せず、サスペンションハウジング１２と後方連結部材１６との間におけるフロントサイ
ドフレーム１０の内部空間に、車両前後方向に所定間隔を隔てて２つの節部材を配置した
構成としてもよい。
【０１３６】
　また、エプロンレインフォースメント８、フロントサイドフレーム１０、及びサブフレ
ーム１４のサイドメンバ１４１を介して、第１環状車体骨格Ｗ１、及び第２環状車体骨格
Ｗ２に連結される環状車体骨格を、第３環状車体骨格Ｗ３として説明したが、これに限定
せず、第１環状車体骨格Ｗ１、及び第２環状車体骨格Ｗ２に連結される環状車体骨格を、
第４環状車体骨格Ｗ４、または第５環状車体骨格Ｗ５としてもよい。あるいは、第１環状
車体骨格Ｗ１、及び第２環状車体骨格Ｗ２に連結される環状車体骨格を、第３環状車体骨
格Ｗ３、第４環状車体骨格Ｗ４、及び第５環状車体骨格Ｗ５としてもよい。
【符号の説明】
【０１３７】
１…車両
３…カウルボックス
４…ダッシュパネル
１０…フロントサイドフレーム
１２…サスペンションハウジング
１４…サブフレーム
１６…後方連結部材
２０…フロントサスダンパ
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２２…ロアアーム
１０６…第３の節部材
１２１ａ…ダンパ取付け部
１２３…後方補強部
１３１ｂ…長尺状部分
１３１ｃ…連結部分
１４３…中央サスクロスメンバ
１６２…収容保持部
Ｗ２…第２環状車体骨格

【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】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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