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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の端部付近の変形速度を検出するミリ波レーダを有し、該ミリ波レーダの検出結果
に基づいて車両の衝突を検知する衝突検出装置であって、
　車両のフレームの前部に高剛性部を介して該高剛性部よりも低剛性の低剛性部が設けら
れ、該低剛性部の前端にバンパが連結され、該バンパと該低剛性部の間に低剛性のクラッ
シュボックスが配置され、該高剛性部に固定されたセンサボックスに前記ミリ波レーダが
設けられており、該ミリ波レーダは該ミリ波レーダと該バンパとの距離を測定し、該距離
の変化から接近速度を検出するものであり、
　該センサボックスに車両に生じる加速度を検出する加速度検出手段が設けられているこ
とを特徴とする衝突検出装置。
【請求項２】
　請求項１において、前記ミリ波レーダが車両の前部の左右にそれぞれ配置されているこ
とを特徴とする衝突検出装置。
【請求項３】
　請求項１又は２において、さらに、前記ミリ波レーダで検出された変形速度又は該変形
速度の最大値が所定値以上である場合に衝突と判定する判定手段を備えたことを特徴とす
る衝突検出装置。
【請求項４】
　請求項３において、前記判定手段は、前記変形速度と加速度とに基づいて衝突を判定す
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るものであることを特徴とする衝突検出装置。
【請求項５】
　請求項４において、該判定手段は、前記ミリ波レーダで検出された変形速度又は該変形
速度の最大値が所定値以上であり、且つ該加速度検出手段で検出された加速度又は該加速
度を時間積分して得られた速度変化量が所定値以上である場合に衝突と判定することを特
徴とする衝突検出装置。
【請求項６】
　請求項４において、該判定手段は、前記ミリ波レーダで検出された変形速度又は該変形
速度の最大値と、該加速度検出手段で検出された加速度又は該加速度を時間積分して得ら
れた速度変化量とのうち少なくとも一方が所定値以上である場合に衝突と判定することを
特徴とする衝突検出装置。
【請求項７】
　請求項４において、さらに、車両の端部付近の変形量を検出する変形量検出手段を備え
ており、
　前記判定手段は、前記変形速度と前記加速度と該変形量とに基づいて衝突を判定するも
のであることを特徴とする衝突検出装置。
【請求項８】
　請求項７において、該判定手段は、前記ミリ波レーダで検出された変形速度又は該変形
速度の最大値が所定値以上であり、且つ前記加速度検出手段で検出された加速度又は該加
速度を時間積分して得られた速度変化量が所定値以上であり、且つ該変形量検出手段で検
出された変形量が所定値以上である場合に衝突と判定することを特徴とする衝突検出装置
。
【請求項９】
　請求項１又は２において、該加速度検出手段の検出加速度と衝突判定基準とに基づいて
衝突を判定する判定手段を備えており、
　該判定手段は、前記ミリ波レーダで検出された変形速度に基づいて衝突判定基準を変更
するものであることを特徴とする衝突検出装置。
【請求項１０】
　請求項１又は２において、さらに、前記ミリ波レーダで検出された変形速度と、変形し
た車両端部付近の既知の変形応力とから該車両の端部付近の変形に要した仕事量を検出す
る検出手段と、該仕事量検出手段で検出された仕事量に基づいて衝突を判定する判定手段
とを備えていることを特徴とする衝突検出装置。
【請求項１１】
　請求項１０において、前記判定手段は、前記仕事量検出手段で検出された仕事量と、該
加速度検出手段で検出された加速度とに基づいて衝突を判定するものであることを特徴と
する衝突検出装置。
【請求項１２】
　請求項４ないし９及び１１のいずれか１項において、前記加速度検出手段は、前記ミリ
波レーダよりも車両内方に配置されていることを特徴とする衝突検出装置。
【請求項１３】
　請求項３において、さらに、車両の端部付近の変形量を検出する変形量検出手段を備え
ており、
　前記判定手段は、前記変形速度と該変形量とに基づいて衝突を判定するものであること
を特徴とする衝突検出装置。
【請求項１４】
　請求項１３において、該判定手段は、前記ミリ波レーダで検出された変形速度又は該変
形速度の最大値が所定値以上であり、且つ該変形量検出手段で検出された変形量が所定値
以上である場合に衝突と判定することを特徴とする衝突検出装置。
【請求項１５】
　請求項１３において、該判定手段は、前記ミリ波レーダで検出された変形速度又は該変
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形速度の最大値と、該変形量検出手段で検出された変形量とのうちの少なくとも一方が所
定値以上である場合に衝突と判定することを特徴とする衝突検出装置。
【請求項１６】
　請求項３ないし１５のいずれか１項において、前記判定手段は、さらに、衝突規模を判
定するものであり、衝突規模に応じ異なった信号を出力する出力手段を備えていることを
特徴とする衝突検出装置。
【請求項１７】
　請求項３ないし１６のいずれか１項において、前記判定手段は、さらに、衝突形態を判
定するものであることを特徴とする衝突検出装置。
【請求項１８】
　請求項４ないし１７のいずれか１項において、車両のフレームの前部に高剛性部を介し
て該高剛性部よりも低剛性の低剛性部が設けられており、該高剛性部のセンサボックスに
前記ミリ波レーダが設けられており、
　加速度検出手段が少なくとも該センサボックスに設けられていることを特徴とする衝突
検出装置。
【請求項１９】
　車両の乗員を保持する乗員保護手段と、該乗員保護手段を作動させるための制御手段と
、該制御手段に衝突検出信号を与える衝突検出装置と
を有する安全装置において、
　該衝突検出装置が請求項１ないし１８のいずれか１項に記載の衝突検出装置であること
を特徴とする安全装置。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、車両の衝突を検出するための衝突検出装置と、この衝突検出装置を用いたエ
アバッグシステム、シートベルトシステムなどの安全装置に関するものである。なお、以
下、乗員の保護を「拘束（ｒｅｓｔｒａｉｎｔ）」ということがある。また、本明細書に
おいて、加速度とは、衝突時に車両に生じる減速方向の加速度（速度の時間微分値）であ
る。
【０００２】
【従来の技術】
（Ｉ）　車両の衝突時にエアバッグを膨張させて乗員を保護するエアバッグ装置や、シー
トベルト装置のウェビング緩みを除くべくウェビングを所定長さだけ急速に巻き取るプリ
テンショナ装置は周知である。このエアバッグ装置あるいはプリテンショナ装置を作動さ
せるために、車両の衝突の有無やその規模（衝突激しさ、クラッシュシビアリティ）を判
定する必要がある。この衝突の規模は、衝突相手との相対速度と相手物体の質量、硬さに
相関する。
【０００３】
　従来、衝突規模を検出するためには加速度を検出している。例えば特開平１１－７８７
６９号では、加速度の大きさ、加速度の経時変化及び速度の経時変化（同号公報では、こ
の速度の経時変化を、加速度の時間による積分値から求める。）に基づいて衝突規模を判
定している。
【０００４】
　また、衝突による車両の外材の変形の検出による衝突判定方法が特開平１１－７８７７
０号に記載されている。同号の判定方法では、車両外材に歪センサを取り付け、外材の変
形量、変形速度を検出し衝突判定を行っている。
【０００５】
　さらに、衝突変形の進行過程における変形速度を検出して衝突判定を行う方法が特開２
００１－１７１４７６号に記載されている。同号の方法では、車体の所定の２箇所に加速
度センサを配置し、２箇所のセンサ間における車体の圧縮変形速度を検出し、衝突判定を
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行っている。
【０００６】
（II）　従来のシステムでは主に衝突の判断は車室に配置された加速度センサの信号で行
われる。車室内に置かれた加速度センサは、車両衝突が乗員に与える衝撃パルスの全体像
を推定するには適しているが、フロントからの距離があるため衝撃を速くキャッチするに
は適さない。このためによりフロントに近い部分にも加速度センサを置き衝突判定時間の
遅れを最小とする技術改善がなされている。
【０００７】
　通常のエアバッグシステムではエアバッグにガスが充填され十分に展開するのに３０ｍ
ｓｅｃ～４０ｍｓｅｃの時間が必要であり、乗員に大きな衝撃が伝わる前に衝突の有無を
検出し乗員保護装置を駆動する必要がある。
【０００８】
　一般的なセダンで５０ｋｍｈの速度でのフルラップバリアへの衝突による衝撃パルスの
継続時間はおよそ７０ｍｓｅｃ～１００ｍｓｅｃである。（この時間で車両は速度がゼロ
となる。）当然ながら、乗員が移動して車室内に衝突する前に乗員保護装置を駆動する必
要がある。乗員が車両に対して１０ｃｍ程度前方に移動する時間は、衝撃速度が５０ｋｍ
ｈの場合、衝突後５０ｍｓｅｃ程度である。このときにエアバッグが乗員保護装置として
機能するためには、衝突から２０ｍｓｅｃ以内に衝突と判断され駆動信号が起動される必
要がある。５０ｋｍｈの衝突では衝突後１０ｍｓｅｃでの衝突によるバンパ先端部の潰れ
ストロークは１３ｃｍ程度、２０ｍｓｅｃ後には２５ｃｍ程度になる。まず最初の５ｍｓ
ｅｃでバンパ部が力を受け衝撃パルスが生じる。１０ｍｓｅｃを超えると衝突バリアと車
両ボディのメインフレームが干渉し大きな衝撃パルスが生じる。
【０００９】
　エアバッグの作動が必ずしも必要でない１８ｋｍｈ程度の衝突でもバンパ部潰れによる
衝撃パルスが生じる。このようなフロント先端部の受ける力による車両全体の減速度を検
知して軽度の衝突に反応することなくエアバッグの作動の有無を衝突から２０ｍｓｅｃ以
内に判断する機能を制御システムに持たせている。
【００１０】
【特許文献１】
　　　　特開平１１－７８７６９号
【特許文献２】
　　　　特開平１１－７８７７０号
【特許文献３】
　　　　特開２００１－１７１４７６号
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
（Ｉ）　上記特開平１１－７８７６９号の加速度の検出による衝突判定方法では、衝突部
付近の車体構造や衝突相手の硬さ等により衝突判断及び衝突規模の判定結果が影響される
。
【００１２】
　上記特開平１１－７８７７０号の衝突判定方法では、外材に取り付けられたセンサによ
って、外材そのもののたわみ速度は検出されるものの、必ずしも衝突荷重方向の車体構造
の変形速度が検出されるわけではない。また、外材の変形ストロークは一般的に短く、衝
突変形の進行過程における変形速度の検出が難しい。
【００１３】
　従って、この衝突判定方法では、外材だけが変形する小質量高速物体との衝突（安全装
置による乗員の拘束が必要なほどには車両減速を生じない衝突）と、車体の変形が大きく
、安全装置による乗員の拘束が必要なほどの車両減速が生じる中速度バリア衝突とを衝突
の初期に判別することは困難であり、この外材の変形速度から衝突判定及び衝突規模の判
定を行うのは難しい。
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【００１４】
　上記特開２００１－１７１４７６号の衝突判定方法は、車両先端部の変形速度を検出す
るものではない。１方の加速度センサを車両先端部に設置すると、衝突の初期において、
センサに該センサの定格を超える過大な衝撃が加わり、センサ取付部が変形し、センサの
検出軸がぶれるおそれがある。センサの検出軸がぶれると、車両先端部の変形速度を正し
く検出できない。
【００１５】
（II）　上記（Ｉ）のシステムには次の（１）～（３）の課題がある。
（１）　衝突判定の安定性が悪い。衝突の形態が変わっても拘束装置を適切なタイミング
で駆動することが望まれるが、実際の衝突では相手の衝突物体の形状、硬さ、速度が様々
となる。衝突バリアの形状がオフセットＭＤＢやセンターポールの場合、衝突初期に生じ
る衝撃が小さく衝突判定時間が大きく遅れる。ポール衝突では初期衝撃は小さいがその後
大きな衝撃が発生する、このような場合は衝突判定の遅れが、拘束性能の低下をもたらす
。
（２）　衝突判定時間を早くできない。エアバッグは火薬の点火により３０ｍｓｅｃで高
圧、高温のガスを充填するためエアバッグ展開時に大きなエネルギーを持つ。このときに
乗員との接触があると乗員に大きな力が作用する。これを緩和するために衝突判定時間を
短縮できれば、その分エアバッグの展開時間を長くでき、ガスの展開エネルギーを小さく
できる。従来センサシステムでは軽度の衝突や、ラフロード走行、エンジンの縁石への接
触などにより生じる大きな衝撃パルスで拘束装置を作動させないため、衝突判定時間は、
そのパルスの継続時間よりも長い１５ｍｓｅｃ程度必要でこれを短縮する技術は限界に近
づいている。
（３）　衝突の激しさの判別が難しい。乗員保護装置は乗員が大きくても小さくても安全
性を高めるように改良が進んでいる。高速の激しい衝突で大きな乗員を十分に拘束するた
めには圧力の高いエアバッグが必要である。その反面中速度で小柄な乗員をエアバッグが
ソフトに受け止めるには高い圧力のエアバッグは必要ない。この目的でエアバッグのガス
容量を２段階に選択制御する安全装置が導入されている。衝突検出手段が衝突の激しさを
衝突の初期に正確に判別できれば、エアバッグの圧力を衝突の激しさに応じて制御でき、
乗員保護装置の性能を更に改善できる。そのため精度の高い検出手段が望まれている。
【００１６】
　その一方でクラッシュ特性を制御するボディ構造が採用され、先端部がある一定の力を
受けるとエネルギーを吸収する構造が導入されている。衝突の激しさが異なっても衝突の
初期に車体に生ずる減速度はエネルギー吸収機構で緩和される。従って従来検出手段では
衝突初期に衝突の激しさを判断しようとしても、初期の衝撃パルスに大きな差が生じずに
、精度の高い衝突の激しさ判定が難しい。
【００１７】
（III）　本発明は、車両の端部の衝突変形速度を検出することにより早期に且つ精度よ
く衝突の判断、衝突規模（シビアリティ－）の判定等を行うことができる衝突検出装置と
、この衝突検出装置を用いた安全装置を提供することを目的とする。
【００１８】
【課題を解決するための手段】
　本発明（請求項１）の衝突検出装置は、車両の端部付近の変形速度を検出するミリ波レ
ーダを有し、該ミリ波レーダの検出結果に基づいて車両の衝突を検知する衝突検出装置で
あって、車両のフレームの前部に高剛性部を介して該高剛性部よりも低剛性の低剛性部が
設けられ、該低剛性部の前端にバンパが連結され、該バンパと該低剛性部の間に低剛性の
クラッシュボックスが配置され、該高剛性部に固定されたセンサボックスに前記ミリ波レ
ーダが設けられており、該ミリ波レーダは該ミリ波レーダと該バンパとの距離を測定し、
該距離の変化から接近速度を検出するものであり、該センサボックスに車両に生じる加速
度を検出する加速度検出手段が設けられていることを特徴とするものである。また、本発
明の安全装置（請求項１９）は、この衝突検出装置の信号に基づいて拘束手段を作動させ
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るようにしたものである。
【００１９】
　乗員拘束においては、車の衝突開始からの加速量（減速量）と加速時間（減速時間）の
大小を早期に判定することが重要である。これを早期に且つ高精度に検出（もしくは推定
）することが本発明の目的であり、この検出結果から本発明の衝突検出装置における衝突
判定及び衝突規模の判定が行われる。
【００２０】
　かかる本発明では、例えば自動車が前突する場合、自動車最前部付近の変形速度を検出
して衝突の有無や規模の判断を行うことができる。自動車の最前部付近は、前突に際し相
手方物体に最初に当って圧縮変形を開始するものであるから、この最前部の車体構造の圧
縮変形速度を検出することにより、衝突の有無や規模を早期に判定することが可能となる
。
【００２１】
　なお、衝突に伴って自動車には加速度が生じるが、この加速度は衝突に伴って変形する
（例えば潰れる）車体部分の剛性によって変化する。例えば、低剛性部分が変形するとき
には、車体速度の減少は小さいので、車両に発生する加速度は小さい。一方、高剛性部分
が潰れるときには、車体速度は急速に減少し、大きな加速度が生じる。
【００２２】
　車体の最前部付近が、衝突衝撃を吸収するために比較的低剛性に構成されている場合、
加速度による衝突検出方式にあっては、最前部付近が潰れつつある衝突最初期の段階では
検出される加速度が小さく衝突判定精度が低くなる。これに対し、本発明の変形速度検出
方式によれば、最端部の変形速度を検出するため、実質的に最端部のみが変形している衝
突最初期の段階で大きな変形速度が観測され、衝突及び衝突規模を高精度にて判定するこ
とが可能である。
【００２３】
　本発明では、車両端部付近の変形速度を検出するには、該端部付近において比較的外方
（例えば前方）の第１の部位と、それよりも所定距離だけ内方（例えば後方）の第２の部
位との間の距離の経時変形即ち両部位の接近速度を検出するため、検出が簡便である。
【００２４】
　この２部位の接近速度を検出するには、両部位間の距離を電波、赤外線や超音波等を用
いて測定すればよい。なお、接近速度の検出方法はこれに限定されない。
【００２５】
　本発明の通り、車体が衝撃吸収構造となっており、最外部付近が比較的低剛性の部材と
なっており、それよりも内方に比較的高剛性の部材が配置されている場合には、該低剛性
の部材に第１の部位を設定し、高剛性の部材に第２の部位を設定する。これにより安定し
た変形速度の検出が可能となる。
【００２６】
　なお、車体構造（車体フレーム）において、その外方側と内方側とで剛性が同じであっ
ても、衝突に際し、該車体構造は外方側から内方側へと順次変形するので、該第１の部位
から第２の部位に対する相対変位及びこの変位速度から、検出すべき変形速度を求めるこ
とができる。
【００２７】
　請求項２の通り、本発明では、ミリ波レーダ（以下、変形速度検出手段と称することが
ある。）を車両前部の左右両側に配置することにより、フルラップ衝突とオフセット衝突
とを判別することが容易となる。
【００２８】
　請求項３の通り、本発明の一態様では、所定値以上の変形速度が所定期間検出されたと
きに、所定規模以上の、例えばエアバッグ装置等の安全装置を作動させるべき規模の衝突
が発生したものと判定する。この判定方式は、簡便であると共に、衝突後早期に衝突判定
を下すことができる。
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【００２９】
　請求項４～６の通り、本発明の別態様にあっては、変形速度と加速度とを検出し、これ
らに基づいて所定規模以上の衝突が発生したものと判定する。例えば、変形速度及び加速
度がいずれも所定値以上であるとき（請求項５）、又はこれらのうちの少なくとも一方が
所定値以上であるとき（請求項６）には所定規模以上の衝突が発生したものと判定する。
この判定方式によると、判定結果の信頼度が高く、高精度にて、あるいは早期に衝突激し
さを判定することが可能である。
【００３０】
　請求項７，８の通り、また、本発明のさらに別の態様では、変形速度と加速度と変形量
とを検出し、これらに基づいて所定規模以上の衝突が発生したものと判定する。例えば、
該変形速度、加速度及び変形量がいずれも所定値以上であるとき（請求項８）に、所定規
模以上の衝突が発生したものと判定する。この判定方式であれば、衝突判定の信頼度がさ
らに向上する。
【００３１】
　請求項９の通り、本発明の異なる態様にあっては、加速度に基づいて衝突判定を行い、
且つ変形速度検出手段で検出された変形速度に基づいて、衝突判定の基準を変更する。例
えば、変形速度が大きいときには、衝突と判定する閾値を低くし、逆に変形速度が小さい
ときには衝突と判定する閾値を高くする。これにより、早期にあるいは高精度に衝突を判
定することが可能となる。
【００３２】
　請求項１０の通り、バンパービーム、バンパー固定アーム、車両サイドのフロントフォ
ーク等の車両端部付近の各部位が衝突により生じる応力によって圧縮され弾性変形及び塑
性変形する変形応力が予め既知であれば、車両端部付近の変形速度と、その所定時間当り
の変形量と、変形した部位の変形荷重との積で車両の変形に要した仕事量が検出できる。
【００３３】
　請求項１１の通り、本発明の他の態様にあっては、車両の端部付近の変形に要した仕事
量に基づいて衝突の規模を判定する。即ち、変形速度の最大値が相対速度に相関し、変形
速度の所定時間の差分速度の２乗でその変形部位における仕事量を割ったものが作用質量
に相関することから、衝突開始時において車両と当該車両に衝突した物体との相対速度と
作用質量を推定できる。この相対速度と作用質量から、衝突後時間が経過するとどの程度
の加速（減速）が車両に生じるか、つまり衝突の規模が判定できる。
【００３４】
　この態様にあっては、さらに、車両に生じる加速度を検出し、この加速度と仕事量とに
基づいて衝突の規模を判定してもよい。車両の加速度が小さい場合には、前記作用質量は
衝突物体の等価質量に相当するので、これによって衝突物体の重量を推定できる。
【００３５】
　なお、加速度を用いて車両前方衝突を検出する場合、例えば変形速度検出手段は車両前
端部に置かれ、少なくとも検出部位は車両のバンパー、バンパービーム、バンパー固定ア
ームを含む車両フロントフレーム、又はサイドフレーム先端部に置かれ、外周構造を含む
検出部位と固定部位の間の車両の変形による車両正面進行方向の距離又は距離の変化を検
出するものであり、上記加速度検出手段は車両フロント部より内側のサイドフレーム又は
それより後部のボデー構造部に置かれる。
【００３６】
　請求項１３～１５の通り、本発明のさらに異なる態様では、変形速度と変形量を検出し
、これらに基づいて所定規模以上の衝突が発生したものと判定する。例えば、変形速度及
び変形量がいずれも所定値以上であるとき又は所定値以上の変形速度が検出されている間
に検出変形量が所定量を超えたとき（請求項１４）、或いはこれらのうちの少なくとも一
方が所定値以上であるとき（請求項１５）に所定規模以上の衝突が発生したものと判定す
る。この判定方式も、簡便であると共に、衝突後早期に且つ精度よく衝突判定を下すこと
ができる。
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【００３７】
　なお、衝突判定結果を十分な精度で早期に得ることが可能となることにより、エアバッ
グ装置の作動開始時期を早めることができる。これにより、出力の小さいインフレータで
も容積の大きなエアバッグの膨張に利用することが可能となる。
【００３８】
　本発明では、衝突の規模を早期に精度よく判定できるので、エアバッグ装置等の安全装
置を起動するタイミングを制御しやすい。また、この判定に応じてエアバッグの内圧を制
御したり、プリテンショナのウェビング巻取量を制御することも可能となる。
【００３９】
　請求項１６の通り、本発明の衝突検出装置は、衝突規模を判定するものであり、衝突規
模に応じ異なった信号を出力する出力手段を備えている構成としてもよい。このように構
成した場合には、より一層、安全装置の制御が容易になる。
【００４０】
　請求項１７の通り、前記の通り、フルラップ衝突やオフセット衝突などの衝突形態も併
せて判定する場合には、エアバッグ装置やプリテンショナ装置などを種々のパターンにて
制御することも可能である。
【００４１】
【発明の実施の形態】
　以下、図面を参照して参考例及び実施の形態について説明する。図１は参考例に係る衝
突検出装置及び安全装置を備えた自動車の概略的な側面構成図、図２は衝突検出装置の構
成を示す側面図、図３は自動車の前部のフレーム構成を示す平面図である。
【００４２】
　自動車の車内にシート１０が設置され、このシート１０に座った乗員を拘束するために
シートベルト装置１２が設置されている。このシートベルト装置１２は、リトラクタ１４
と、該リトラクタ１４から引き出されるウェビング１６と、該ウェビング１６のトング（
図示略）を係止するバックル１８と、リトラクタ１４に設けられたプリテンショナ２０と
を有する。このプリテンショナ２０は、衝突時にウェビング１６を所定長さだけ急速に巻
き取らせるためのものである。
【００４３】
　シート１０の前方のステアリング２２にエアバッグ装置２４が設置されている。このエ
アバッグ装置２４は、折り畳まれたエアバッグと、このエアバッグを覆うモジュールカバ
ーと、エアバッグを膨張させるためのインフレータ（ガス発生器）等を有する。
【００４４】
　自動車のフレーム３０は、図３の通り、サイドメンバ３２，３２と、これらサイドメン
バ３２，３２同士の間に架設されたクロスメンバ３４とを有する。このクロスメンバ３４
からフロアパネルにかけて、自動車の衝突を判断してプリテンショナ２０及びエアバッグ
装置２４に作動電流を供給する制御ユニット３６が設置されている。衝突が相当に激しく
ても、変形はクロスメンバ３４にまでは達しないので、制御ユニット３６は衝突終了まで
制御信号を発信可能である。
【００４５】
　この自動車では、この自動車の前方への衝突（前突）を検出するために、変形速度セン
サ４０と加速度センサ４２，４８とが設置されており、これらのセンサ４０，４２，４８
の検出信号が制御ユニット３６内の制御回路に入力される。
【００４６】
　なお、変形速度センサ４０及び加速度センサ４２は、フレーム３０の左右のサイドメン
バ３２の前部にそれぞれ配置されている。加速度センサ４８は制御ユニット３６に内蔵さ
れている。
【００４７】
　この変形速度センサ４０は、車体の前端部付近の変形によってロッド４４を後退させ、
このロッド４４の後退速度を検出して該前端部付近の変形速度を検出するようにしたもの
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である。
【００４８】
　図２の通り、フレーム３０の前部に高剛性部５０を介して低剛性部５２が設けられてい
る。この低剛性部５２の前端にバンパ５４が連結されている。バンパ５４と低剛性部５２
の間にはクラッシュボックス５３が配置されており、このクラッシュボックス５３も低剛
性となっている。前記ロッド４４は、車体前後方向に延在しており、その前端はブラケッ
ト５６及びロッド固定座５８を介してバンパ５４に固定されている。
【００４９】
　ロッド４４の後部は、ガイド６０に摺動自在に保持されている。このロッド４４の後端
近傍はセンサボックス６２内に遊挿されている。このセンサボックス６２は前記高剛性部
５０に固定されている。
【００５０】
　ロッド４４には、その長手方向に所定間隔をおいてＮ極、Ｓ極の配置方向が入れ替わる
マグネットが連続的に多数配置されている。センサボックス６２には、このマグネットか
らの磁束に感応するコイル、ホール素子などの磁気検出器６４が設けられている。この磁
気検出器６４は、ロッド４４が後退し、各マグネットが該磁気検出器６４を通過する度に
１パルスの電気信号を出力する。そのため、単位時間当りに発生するパルス数をカウント
することにより、ロッド４４の後退速度が検出される。
【００５１】
　なお、この参考例では、センサボックス６２内に加速度センサ４２が併せて設置されて
いる。また、前記ガイド６０は該センサボックス６２と一体となっている。そのため、セ
ンサボックス６２を設置することにより、併せて加速度センサ４２及びガイド６０も高剛
性部５０に設置される。符号６６は、センサボックス６２を高剛性部５０に取り付けるた
めのボルトを示す。なお、磁気検出器６４からの信号を出力するための回路と加速度信号
を出力する回路を一部共用してもよく、両者を共通の回路基板に設けてもよい。
【００５２】
　このように構成された衝突検出装置及び安全装置を備えた自動車が衝突した場合、まず
、低剛性であるクラッシュボックス５３が主として潰れるように変形する。その衝突が中
規模である場合は低剛性部５２も潰れて変形し、衝突規模が比較的大きいときには、その
後さらに高剛性部５０も潰れるように変形する。このクラッシュボックス５３は、衝突後
まず潰れ始める部位であると共に、低剛性であるため、変形速度の立ち上りが早い。その
ため、自動車が相手方物体に当った直後から比較的大きい速度でロッド４４が後方に移動
し、この後退速度が磁気検出器６４からのパルスによって検出される。クラッシュボック
ス５３が潰れきってもまだ衝撃が持続している場合は、低剛性部５２も潰れて変形し、ロ
ッド４４は後退し続ける。このロッド４４の後退速度が自動車前端部付近の変形速度であ
り、この変形速度は自動車と相手方物体との相対速度にほぼ比例する。この相対速度が大
きいほど、衝突が激しいことになる。従って、このロッド４４の後退速度を磁気検出器６
４の発生パルスから検出することにより、衝突時の相手方物体との相対速度すなわち衝突
の激しさを判定することができる。
【００５３】
　この参考例では、自動車の左右に変形速度センサ４０を配置しているので、自動車の左
側と右側との変形速度を別個に測定することができ、従って衝突がフルラップ衝突である
かオフセット衝突であるか判定することもできる。
【００５４】
　また、この参考例では、ロッド４４の後退速度をモニターする磁気検出器６４を含むセ
ンサボックス６２が車両前端部から離間した位置に設置されている。これにより、衝突に
よる車両の変形や歪みが直接センサボックス６２に影響を及ぼすことがなく、バンパ付近
のみが変形するような小規模衝突にてセンサボックス６２が破損せず、修理・交換のコス
トを省くことができる。
【００５５】
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　図４は実施の形態に係る衝突検出装置の構成図である。図４では高剛性部５０のセンサ
ボックス６２にミリ波レーダ６７を設け、該ミリ波レーダ６７とバンパ５４との距離を測
定している。衝突時におけるこの距離の変化からバンパ５４の該ミリ波レーダ６７への接
近速度即ち低剛性部５２の変形速度を検出することができる。
【００５６】
　検出部位を限定するには導波管などの導波路を設け伝搬波をガイドするか、検出部位に
反射板を固定するか、指向性アンテナ、誘導レンズ、音響レンズ等により伝搬波を収束さ
せてエリアを絞ることができる。
【００５７】
　伝搬波としては、電磁波、ミリ波、光、音響波などが利用できる。検出法としては、ド
プラー効果を用いた相対速度検出法、パルス波の伝搬遅延時間を用いた距離検出法など各
種の技術が応用可能である。好適なセンサの一例としては４０ｋＨｚ～５００ｋＨｚ超音
波センサ、赤外線レーザーセンサ、１ＧＨｚ～２４ＧＨｚレーダーが挙げられるが、これ
に限定されない。
【００５８】
　上記の実施の形態においても、クラッシュボックスを含む低剛性部の変形は衝突直後、
高剛性部の変形に先行して発生するものであり、この低剛性部の変形速度から衝突激しさ
を判定することができる。
【００５９】
　この衝突激しさの判定結果に応じてエアバッグ装置２４やプリテンショナ２０の作動を
開始させる。衝突の瞬間から判定結果を得るまでの時間が短いので、エアバッグ装置２４
及びプリテンショナの動作を比較的ゆっくりとしたものとすることが可能であり、例えば
エアバッグ用インフレータとして低出力のものを用いることが可能となる。また、衝突激
しさに応じてエアバッグ内圧やプリテンショナの巻取量を制御することも可能である。
【００６０】
　なお、衝突形態（フルラップ衝突、オフセット衝突）をも加味して衝突激しさを判定す
るようにしてもよい。
【００６１】
　本発明では、上記の変形速度と加速度の双方に基づいて衝突の有無や激しさを判定して
もよい。例えば、変形速度及び加速度の双方からみて衝突と判定される場合に最終的に衝
突と判定を下す。これにより、判定の精度が高くなる。加速度センサから算出した減速度
、変形量を合わせて変形速度の有効性を判断することで検出値の確実性を増し、悪路走行
や縁石接触、ハンマーインパクトなどの衝撃での乗員拘束保護装置の誤作動耐性を高める
効果がある。
【００６２】
　この場合の加速度は、加速度センサ４８で検出されたもののみでもよいし、さらに加速
度センサ４２で検出されたものを組み合わせて判断してもよい。
【００６３】
　本発明では、上記の変形速度と加速度のうちのいずれか一方の検出値が所定値以上とな
ったときに衝突の判定を下ようにしてもよい。このようにした場合には、きわめて早期に
衝突判定を下すことができる。
【００６４】
　さらに、加速度センサの算出値を衝突判定の判定値よりも小さく設定することでセーフ
ティングセンサとして用い、これとの理論積を取ることで変形速度センサでの判定の電気
、機械的誤作動を防止できる効果がある。
【００６５】
　また１つのセンサが故障しても従来方法である複数の加速度センサだけの判定、また複
数の変形速度センサだけの判定とＯＲ構成又は多数決で衝突判定すれば信頼性を上げるこ
とができる。
【００６６】
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　本発明では、加速度検出手段で検出された加速度と、その加速度値から加速度検出手段
が固定される車体ボデーの速度変化又はその積算である移動距離変化又はそれぞれに対応
する相当量を算出する手段と、その算出量の値により上記速度検出手段からの検出値、又
は検出値を基に判定された結果、を有効無効にする手段とを備えてもよい。
【００６７】
　なお、変形速度及び加速度の双方に基づいて判定を行う場合、変形速度の大きさに応じ
て両者の評価の重みづけを変更するようにしてもよい。
【００６８】
　また、本発明では、加速度センサ４２で検出される加速度を閾値と比較対照して衝突で
あるか否か、あるいは衝突の激しさを判定するようにし、且つこの閾値を変形速度に基づ
いて設定するようにしてもよい。
【００６９】
　本発明では、さらに、車体に生じる変形量を検出する変形量検出手段を設け、この変形
量と前記変形速度とに基づいて判定を行うようにしてもよい。また、この変形量と変形速
度と、さらに前記加速度とに基づいて判定を行うようにしてもよい。
【００７０】
　なお、この変形量を検出する方法としては、例えば、上記の第１～３図の参考例では、
磁気検出器６４からのパルスのカウント数からロッド４４の後退量を検出する方法や、第
４図の実施の形態では、ミリ波レーダ６７により計測された該ミリ波レーダ６７とバンパ
５４との距離の変化量から車体の変形量を検出する方法などが挙げられるが、特に制限は
なく、これ以外の各種の方法及び計測機器等を用いることができる。
【００７１】
　このように構成した場合には、例えば、上記の変形速度と変形量のうちのいずれか一方
の検出値が所定値以上となったときに衝突の判定を下ようにしてもよい。このようにした
場合には、きわめて早期に衝突判定を下すことができる。また、変形速度及び変形量の双
方からみて衝突と判定される場合に最終的に衝突と判定を下してもよい。これにより、判
定の精度が高まる。
【００７２】
　変形量と変形速度と加速度とに基づいて判定するようにした場合には、例えば、上記の
変形速度と変形量と加速度のいずれからみても衝突と判定される場合に最終的に衝突と判
定を下してもよい。この場合には、判定の精度が一層高まる。
【００７３】
　本発明では、車体各部の変形応力が既知である場合には、さらに、車体に変形が生じた
際にその変形に要する仕事量を検出する仕事量検出手段を設け、この仕事量検出手段で検
出された仕事量に基づいて衝突規模を判定してもよい。この場合、仕事量は、前記の検出
変形速度と、その所定時間当りの変形量と、変形した部位の変形応力との積で求められる
。
【００７４】
　この検出変形速度の最大値が相対速度に相関し、該変換速度の所定時間の差分速度の２
乗でこの仕事量を割ったものが作用質量に相関することから、衝突開始時において車両と
当該車両に衝突した物体との相対速度と作用質量を推定できる。この相対速度と作用質量
から、その衝突が持つ総エネルギーを推定でき、衝突後時間が経過するとどの程度の加速
（減速）が車両に生じるか、つまり衝突の規模が判定できる。
【００７５】
　このように仕事量から衝突規模を判定する方法によると、きわめて精度よく衝突の規模
の判定を下すことができる。
【００７６】
　また、このように構成した場合には、この仕事量と前記加速度とに基づいて衝突規模を
判定するようにしてもよい。車両の加速度が小さい場合には、前記作用質量は衝突物体の
等価質量に相当するので、これによって衝突物体の重量を推定できる。これを用いれば、
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さらに高精度に衝突規模を判定することが可能となる。
【００７７】
　なお、車両端部付近の各部の変形応力（剛性）が既知であれば、この変形応力と、変形
速度検出手段で検出された変形速度の経時変化とから衝突エネルギーを検出できる。車両
に生じる速度変化（減速度）はこの衝突エネルギーに比例する。本発明では、この衝突エ
ネルギーに基づいて衝突規模の判定を行ってもよい。この衝突エネルギーから車両に生じ
る速度変化を検出して衝突の有無を判定したり、衝突規模を判定することにより、きわめ
て高精度に衝突及び衝突規模の判定を下すことが可能である。
【００７８】
　上記実施の形態では、前突を検出するように変形速度センサを自動車の前端に配置して
いるが、変形速度センサを側方あるいは後方の端部に配置し側突や後突を検出するように
してもよい。
【００７９】
　側突検出の場合、変形速度検出手段は例えば車両側端部に置かれ、少なくとも検出部位
は車両のドア外装パネル、ドアフレーム、フロントフェンダー、Ｂピラーを含む車両側端
外周部に置かれ、外周構造を含む検出部位と固定部位の間の車両の変形による車両側面方
向の距離又は距離の変化を検出する物であり、上記加速度検出手段はサイドシル、Ｂピラ
ー、センタートンネルを含む車両ボデーフレーム部に置かれる。
【００８０】
　後突検出の場合、変形速度検出手段は、例えば車両後端部に置かれ、少なくとも検出部
位は車両のバンパー、バンパービーム、バンパー固定アームを含む車両リアエンド先端部
に置かれ、外周構造を含む検出部位と固定部位の間の車両の変形による車両後方進行方向
の距離又は距離の変化を検出する物であり、上記加速度検出手段は車両リヤエンド部より
内側のボデー構造部に置かれる。
【００８１】
　本発明の実施の形態において、変形速度センサで検出される変形速度や、加速度センサ
で検出される加速度は、センサからの生の出力に限らず、フィルター処理やデジタル処理
により変形速度や加速度に相関する特徴を抽出するような演算を施したものであっても良
い。
【００８２】
【発明の効果】
　以上の通り、本発明によると自動車等の衝突を正確に早期に検出することが可能となる
。また、本発明によると、これにより乗員保護装置を的確に作動させたり、あるいはエア
バッグ装置のインフレータの低出力化を実現したりすることも可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　参考例に係る衝突検出装置及び安全装置を備えた自動車の側面図である。
【図２】　参考例に係る衝突検出装置の側面図である。
【図３】　参考例に係る衝突検出装置及び安全装置を備えた自動車のフレームの平面図で
ある。
【図４】　実施の形態に係る衝突検出装置の側面図である。
【符号の説明】
　１２　シートベルト装置
　２０　プリテンショナ
　２４　エアバッグ装置
　４０　変形速度センサ
　４２，４３　加速度センサ
　４４　ロッド
　５０　高剛性部
　５２　低剛性部
　５３　クラッシュボックス
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