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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　左右のフロントサイドフレームの後端部からフロアフレームを車体後方に向けてそれぞ
れ延ばし、各フロアフレーム間に燃料タンクを設け、この燃料タンクの前方において、そ
れぞれのフロアフレームにクロスメンバーを架け渡し、このクロスメンバーおよびフロア
フレームにフロアパネルを載せた車体フロア構造において、
　前記クロスメンバーは、
　左右の前端部が前記左右のフロントサイドフレームの後端部後側近傍から左右の前部座
席の内前取付孔前側近傍まで車体後方に向けて車幅方向内側に傾斜されることにより略ブ
ーメラン状に形成され、
　前記左右の前端部に対して反対側にアウトリガーを設けるために、前記アウトリガーが
前記左右のフロントサイドフレームの後端部から車幅方向外側に向けて左右のサイドシル
までそれぞれ突出され、
　フロントサイドフレームに伝わった荷重をフロアフレームに伝えるとともに、アウトリ
ガーおよびクロスメンバーに分散することを特徴とする車体フロア構造。
【請求項２】
　前記フロアパネルのうち、前記クロスメンバーに臨む部位に、前部座席の内側前端部を
締結したことを特徴とする請求項１記載の車体フロア構造。
【請求項３】
　前記クロスメンバーは、
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　上向き開口の断面略コ字形を形成する底部、前壁部および後壁部を有し、
　前記前壁部は、前記左右の前端部を有し、
　前記左右の前端部がそれぞれ車体後方に向けて車幅方向内側に傾斜されることにより前
記前壁部が略ブーメラン状に形成され、
　前記後壁部が車体幅方向に向けて直線状に形成されたことを特徴とする請求項１または
請求項２記載の車体フロア構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は車体フロア構造に係り、特に、フロアフレーム間に燃料タンクを配置するとと
もに、燃料タンクの前方にクロスメンバーを設けた車体フロア構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車体フロア構造として、前部座席の下方に燃料タンクを備えたものがある。具体的には
、フロアパネルのうち、前部座席の下方部位に膨出部が形成され、この膨出部でフロアパ
ネルの裏面側に収容凹部が形成され、この収納凹部に燃料タンクが収容される（例えば、
特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開２００２－３０２０７１公報
【０００３】
　特許文献１の車体フロア構造において、フロアパネルを支える左右のフロアフレームお
よびクロスメンバーで燃料タンクを囲うことが好ましい。
　左右のフロアフレームが車体前後方向に延び、左右のフロアフレームに直交させてクロ
スメンバーが架け渡されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１の車体フロア構造によれば、クロスメンバーは左右のフロアフレームに直交
させて架け渡されている。
　このため、車体前方からフロアフレームに荷重が作用してフロアフレームからクロスメ
ンバーに伝わる際に、伝達方向が大きく変化して伝えられる。
【０００５】
　クロスメンバーに衝撃力が良好に伝わり難いので、比較的大きな荷重がフロアフレーム
に残る。フロアフレームに残った比較的大きな荷重を、フロアフレームで支える必要があ
り、フロアフレームの剛性が高められている。
　このように、フロアフレームの剛性を高く設定することが、車体フロア構造の軽量化を
図る妨げになっており、この点で改良の余地が残されていた。
【０００６】
　本発明は、軽量化を図ることができる車体フロア構造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】
【０００７】
　請求項１に係る発明は、左右のフロントサイドフレームの後端部からフロアフレームを
車体後方に向けてそれぞれ延ばし、各フロアフレーム間に燃料タンクを設け、この燃料タ
ンクの前方において、それぞれのフロアフレームにクロスメンバーを架け渡し、このクロ
スメンバーおよびフロアフレームにフロアパネルを載せた車体フロア構造において、前記
クロスメンバーは、左右の前端部が前記左右のフロントサイドフレームの後端部後側近傍
から左右の前部座席の内前取付孔前側近傍まで車体後方に向けて車幅方向内側に傾斜され
ることにより略ブーメラン状に形成され、前記左右の前端部に対して反対側にアウトリガ
ーを設けるために、前記アウトリガーが前記左右のフロントサイドフレームの後端部から
車幅方向外側に向けて左右のサイドシルまでそれぞれ突出され、フロントサイドフレーム
に伝わった荷重をフロアフレームに伝えるとともに、アウトリガーおよびクロスメンバー
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に分散することを特徴とする。
【０００８】
　ここで、荷重を効率よく伝えるためには、荷重の伝達方向を大きく変化させないように
することが好ましい。
　そこで、請求項１において、クロスメンバーの前端部をフロントサイドフレームの後端
部後側近傍から前部座席の内前取付孔前側近傍まで車体後方に向けて車幅方向内側に傾斜
させることによりクロスメンバーを略ブーメラン状に形成した。
【０００９】
　請求項２に係る発明は、前記フロアパネルのうち、前記クロスメンバーに臨む部位に、
前部座席の内側前端部を締結したことを特徴とする。
　請求項３に係る発明は、前記クロスメンバーは、上向き開口の断面略コ字形を形成する
底部、前壁部および後壁部を有し、前記前壁部は、前記左右の前端部を有し、前記左右の
前端部がそれぞれ車体後方に向けて車幅方向内側に傾斜されることにより前記前壁部が略
ブーメラン状に形成され、前記後壁部が車体幅方向に向けて直線状に形成されたことを特
徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　請求項１に係る発明では、クロスメンバーの前端部をフロントサイドフレームの後端部
後側近傍から前部座席の内前取付孔前側近傍まで車体後方に向けて車幅方向内側に傾斜さ
せることによりクロスメンバーを略ブーメラン状に形成した。よって、フロアフレームに
車体前方から後方に向けて荷重が作用した場合、荷重の伝達方向を大きく変化させないで
、クロスメンバーの前端部に伝え、フロアフレームに伝わった荷重を、クロスメンバーの
前端部から中央側に効率よく伝えることができる。
　これにより、フロアフレームに伝わる荷重を減らすことが可能になり、フロアフレーム
の剛性を必要以上に高める必要がなく、車体フロア構造の軽量化を図ることができるとい
う利点がある。
　加えて、左右の前端部に対して反対側にアウトリガーを設けるために、アウトリガーを
左右のフロントサイドフレームの後端部から車幅方向外側に向けて左右のサイドシルまで
それぞれ突出した。
　そして、フロントサイドフレームに伝わった荷重をフロアフレームに伝えるとともに、
アウトリガーおよびクロスメンバーに分散するようにした。
【００１１】
　請求項２に係る発明では、フロアパネルのうち、クロスメンバーに臨む部位に、前部座
席の内側前端部を締結した。よって、前部座席の内側前端部を締結した部位をクロスメン
バーで支えることが可能になり、フロアパネルの剛性を確保することができる。
　これにより、フロアパネルの剛性を確保するために、専用の補強部材を用意する必要が
なく、車体フロア構造の軽量化をより一層図ることができるという利点がある。
　請求項３に係る発明では、左右の前端部を車体後方に向けて車幅方向内側に傾斜するこ
とにより前壁部を略ブーメラン状に形成し、後壁部を車体幅方向に向けて直線状に形成し
た。
　よって、左右のフロアフレームに接続するクロスメンバーの左右の端部を大きく確保す
ることができる。これにより、クロスメンバーの左右の端部を左右のフロアフレームに強
固に接続することができる。
　これにより、クロスメンバーの剛性を高めることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　本発明を実施するための最良の形態を添付図に基づいて以下に説明する。なお、「前」
、「後」、「左」、「右」は作業者から見た方向に従い、前側をＦｒ、後側をＲｒ、左側
をＬ、右側をＲとして示す。
　図１は本発明に係る車体フロア構造からフロアパネルを除去した状態を示す平面図であ
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る。
　車体フロア構造１０は、左右のフロントサイドフレーム１１，１２の後端部１１ａ，１
２ａから左右のフロアフレーム（フロアフレーム）１３，１４が車体後方に向けてそれぞ
れ延ばされるとともに、左右のサイドアウトリガー１５，１６が車体幅方向外側に突出さ
れ、左右のサイドアウトリガー１５，１６の外端部から左右のサイドシル１７，１８が車
体後方に向けてそれぞれ延ばされ、左右のフロアフレーム１３，１４に第１クロスメンバ
ー（クロスメンバー）２０が架け渡され、第１クロスメンバー２０の車体後方側において
、左右のサイドシル１７，１８に第２クロスメンバー２１が架け渡され、第２クロスメン
バー２１に左右のフロアフレーム１３，１４の後端部１３ａ，１４ａがそれぞれ取り付け
られている。
【００１３】
　左右のフロントサイドフレーム１１，１２の前端部１１ｂ，１２ｂにフロントバルクヘ
ッド２２が設けられるとともに、フロントバンパービーム２３が設けられている。
　左右のフロントサイドフレーム１１，１２の外側に左右のアッパーフレーム２５，２６
が配置されている。左右のアッパーフレーム２５，２６は、後端部で左右のフロントピラ
ー（図示せず）にそれぞれ連結されている。
【００１４】
　左フロントサイドフレーム１１と左アッパーフレーム２５との間に、左前輪（図示せず
）を覆う左ホイールハウス２７が設けられている。
　右フロントサイドフレーム１２と右アッパーフレーム２６との間に、右前輪（図示せず
）を覆う右ホイールハウス２８が設けられている。
【００１５】
　この車体フロア構造１０は、左右のフロアフレーム１３，１４間で、かつ第１、第２の
クロスメンバー２０，２１間の空間２９に燃料タンク３１が一対の支持ベルト３２，３２
などで設けられている。
　すなわち、車体フロア構造１０は、左右のフロアフレーム１３，１４間に燃料タンク３
１が設けられ、燃料タンク３１の前方において、左右のフロアフレーム１３，１４に第１
クロスメンバー２０が架け渡されている。
【００１６】
　第１クロスメンバー２０は、底部３４および前後の壁部３５，３６で断面略コ字形の凹
状に形成されている（図５参照）。この第１クロスメンバー２０は、前壁部３５の上辺か
ら前張出片３７が車体前方向に張り出され、後壁部３６の上辺から後張出片３８が車体後
方向に張り出されている。
　前後の張出片３７，３８に、例えばスポット溶接でフロアパネル４１が取り付けられる
。
【００１７】
　底部３４の左右の端部３４ａ，３４ｂがそれぞれ左右のフロアフレーム１３，１４の底
部に、例えばスポット溶接などで取り付けられている。
　前壁部３５の左右の端部３５ａ，３５ｂがそれぞれ左右のフロアフレーム１３，１４の
内側壁部に、例えばスポット溶接などで取り付けられている。
　後壁部３６の左右の端部３６ａ，３６ｂがそれぞれ左右のフロアフレーム１３，１４の
内側壁部に、例えばスポット溶接などで取り付けられている。
【００１８】
　第２クロスメンバー２１は、左右のサイドシル１７，１８に直交させて架け渡されてい
る。
　この第２クロスメンバー２１は、底部４４および前後の壁部４５，４６で断面略コ字形
の凹状に形成されている（図５参照）。さらに、この第２クロスメンバー２１は、前壁部
４５の上辺から前張出片４７が車体前方向に張り出され、後壁部４６の上辺から後張出片
４８が車体後方向に張り出されている。
　前後の張出片４７，４８に、例えばスポット溶接でフロアパネル４１が取り付けられる
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。
【００１９】
　図２は本発明に係る車体フロア構造の第１クロスメンバーを示す平面図である。
　第１クロスメンバー２０の前壁部３５は、左端部（左前端部）３５Ｌｓを構成する左外
傾斜部位３５ｃおよび左内傾斜部位３５ｅと、右端部（右前端部）３５Ｒｓを構成する右
外傾斜部位３５ｄおよび右内傾斜部位３５ｆと、中央部を構成する水平部位３５ｇとで略
ブーメラン状の凹形に形成されている。
【００２０】
　具体的には、左右の外傾斜部位３５ｃ，３５ｄは、左右のフロアフレーム１３，１４に
対して傾斜角度θ１で傾斜されている。左右の内傾斜部位３５ｅ，３５ｆは、左右のフロ
アフレーム１３，１４に対して傾斜角度θ２で傾斜されている。傾斜角度θ１と傾斜角度
θ２との関係は、θ１＜θ２が成立する。
【００２１】
　左右の内傾斜部位３５ｅ，３５ｆは、第１クロスメンバー２０の略中央の部位（水平部
位）３５ｇまで延びている。よって、左右の端部３５Ｌｓ，３５Ｒｓを第１クロスメンバ
ー２０の略中央の部位（水平部位）３５ｇまで延ばすことができる。
　水平部位３５ｇは、車幅方向に沿って延びた部位である。
　これにより、前壁部３５は、車体後方に向けて凹形になるように略ブーメラン状に形成
されている。
【００２２】
　一方、後壁部３６は、左右のフロアフレーム１３，１４に直交させて架け渡され、車幅
方向に沿って延びた直線状の壁部である。
【００２３】
　すなわち、第１クロスメンバー２０は、左端部を構成する左外傾斜部位３５ｃおよび左
内傾斜部位３５ｅが車体後方に向けて車幅方向内側に傾斜されるとともに、右端部を構成
する右外傾斜部位３５ｄおよび右内傾斜部位３５ｆが車体後方に向けて車幅方向内側に傾
斜されることにより略ブーメラン状に形成されている。
　なお、前壁部３５を略ブーメラン状に形成した理由については図６で詳しく説明する。
【００２４】
　ここで、後壁部３６の中央部から前壁部３５の水平部位（中央部位）３５ｇまでの距離
をＬ１とする。
　後壁部３６の左端部３６ａから前壁部３５の左端部３５ａまでの距離をＬ２とし、後壁
部３６の右端部３６ｂから前壁部３５の右端部３５ｂまでの距離をＬ２とする。
　前壁部３５を略ブーメラン状に形成することで、距離Ｌ２と距離Ｌ１との関係をＬ２＞
Ｌ１とすることができる。
【００２５】
　距離Ｌ２を距離Ｌ１より大きくすることで、左フロアフレーム１３に接続する第１クロ
スメンバー２０の左端部２０ａを大きく確保することができる。よって、第１クロスメン
バー２０の左端部２０ａを左フロアフレーム１３に強固に接続することができる。
　同様に、距離Ｌ２を距離Ｌ１より大きくすることで、右フロアフレーム１４に接続する
第１クロスメンバー２０の右端部２０ｂを大きく確保することができる。よって、第１ク
ロスメンバー２０の右端部２０ｂを右フロアフレーム１４に強固に接続することができる
。
　これにより、第１クロスメンバー２０の剛性を高めることができる。
【００２６】
　図３は本発明に係る車体フロア構造にフロアパネルを載置した状態を示す平面図、図４
は本発明に係る車体フロア構造に前部座席を取り付けた状態を示す平面図である。
　フロアパネル４１は、略矩形状に形成され、左右のサイドシル１７，１８、左右のサイ
ドアウトリガー１５，１６、左右のフロアフレーム１３，１４、および第１、第２のクロ
スメンバー２０，２１に、例えばスポット溶接などで取り付けられている。
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　フロアパネル４１の前端部にはダッシュボード５１が取り付けられている。ダッシュボ
ード５１でエンジンルーム５２と車室５３とが仕切られる。
【００２７】
　このフロアパネル４１は、車幅方向の中央部において、車体前後方向に延びるフロアト
ンネル５５が形成され、第１、第２クロスメンバー２０，２１間に相当する部位において
、フロアトンネル５５から左右側にそれぞれ左右の膨出部５６，５７が形成されている。
【００２８】
　フロアトンネル５５は、車室５３側に膨出することで、フロアパネル４１の表面４１ａ
が断面略凸状に形成され、フロアパネル４１の裏面が断面略凹状に形成されている。
　左右の膨出部５６，５７は、車室５３側に膨出することで、フロアパネル４１の表面４
１ａが断面略凸状に形成され、フロアパネル４１の裏面４１ｂ（図５参照）が断面略凹状
に形成されている。
【００２９】
　これにより、左右の膨出部５６，５７、および左右の膨出部５６，５７間のフロアトン
ネル５５で、フロアパネル４１の裏面４１ｂ側に収容空間５８が形成される。この収容空
間５８に燃料タンク３１が収容される。
【００３０】
　また、フロアパネル４１は、フロアトンネル５５の右側に右内外の前取付孔６１，６２
および右内外の後取付孔６３，６４が形成されている。
　右内外の前取付孔６１，６２および右内外の後取付孔６３，６４と同軸上にナット６５
…がそれぞれ配置され、各ナット６５…がフロアパネル４１の裏面４１ｂ（図５参照）に
溶接される。
【００３１】
　右内前取付孔６１は、第１クロスメンバー２０の底部３４に臨む部位に形成されている
（図５も参照）。
　右内外の後取付孔６３，６４は、第２クロスメンバー２１の底部４４に臨む部位にそれ
ぞれ形成されている（図５も参照）。
【００３２】
　右内外の前取付孔６１，６２および右内外の後取付孔６３，６４には、運転席（前部座
席）６７が取り付けられる。
　すなわち、運転席６７は、例えば、内外の取付ブラケット６８，６９を備える。内取付
ブラケット６８の前取付孔および右内前取付孔６１にボルト６６を差し込み、ボルト６６
をナット６５にねじ結合する。内取付ブラケット６８の後取付孔および右内後取付孔６３
にボルト６６を差し込み、ボルト６６をナット６５にねじ結合する。
【００３３】
　外取付ブラケット６９の前取付孔および右外前取付孔６２にボルト６６を差し込み、ボ
ルト６６をナット６５にねじ結合する。外取付ブラケット６９の後取付孔および右外後取
付孔６４にボルト６６を差し込み、ボルト６６をナット６５にねじ結合する。
　これにより、フロアパネル４１に形成した右内外の前取付孔６１，６２および右内外の
後取付孔６３，６４に、ボルト６６…・ナット６５…で運転席６７が取り付けられる（締
結される）。
【００３４】
　さらに、フロアパネル４１は、フロアトンネル５５の左側に左内外の前取付孔７１，７
２および左内外の後取付孔７３，７４が形成されている。
　左内外の前取付孔７１，７２および左内外の後取付孔７３，７４と同軸上にナット７５
…がそれぞれ配置され、各ナット７５…がフロアパネル４１の裏面４１ｂに溶接されてい
る。
【００３５】
　左内前取付孔７１は、第１クロスメンバー２０の底部３４に臨む部位に形成されている
。
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　左内外の後取付孔７３，７４は、第２クロスメンバー２１の底部４４に臨む部位にそれ
ぞれ形成されている。
【００３６】
　左内外の前取付孔７１，７２および左内外の後取付孔７３，７４には、助手席（前部座
席）７７が取り付けられる。
　すなわち、助手席７７は、例えば、内外の取付ブラケット７８，７９を備える。内取付
ブラケット７８の前取付孔および左内前取付孔７１にボルト７６を差し込み、ボルト７６
をナット７５にねじ結合する。内取付ブラケット７８の後取付孔および左内後取付孔７３
にボルト７６を差し込み、ボルト７６をナット７５にねじ結合する。
【００３７】
　外取付ブラケット７９の前取付孔および左外前取付孔７２にボルト７６を差し込み、ボ
ルト７６をナット７５にねじ結合する。外取付ブラケット７９の後取付孔および左外後取
付孔７４にボルト７６を差し込み、ボルト７６をナット７５にねじ結合する。
　これにより、フロアパネル４１に形成した左内外の前取付孔７１，７２および左内外の
後取付孔７３，７４に、ボルト７６…・ナット７５…で助手席７７が取り付けられる（締
結される）。
　フロアパネル４１に取り付けた運転席６７および助手席７７の後方に後部座席８２が設
けられている。
【００３８】
　図５は図４の５－５線断面図である。
　運転席６７を支える内取付ブラケット６８は、中央部６８ａが車室５３側に隆起するよ
うに形成されている。
　内取付ブラケット６８の前端部（内側前端部）６８ｂが、フロアパネル４１のうち、第
１クロスメンバー２０の底部３４に臨む部位にボルト６６およびナット６５で取り付けら
れる（締結される）。
　内取付ブラケット６８の後端部６８ｃが、フロアパネル４１のうち、第２クロスメンバ
ー２１の底部４４に臨む部位にボルト６６およびナット６５で取り付けられる（締結され
る）。
【００３９】
　図３に示す運転席６７を支える内取付ブラケット６８、および助手席７７を支える内外
の取付ブラケット７８，７９は、内取付ブラケット６８と類似部材が用いられる。
【００４０】
　内外の取付ブラケット６８，６９で運転席６７がフロアパネル４１に取り付けられる。
　運転席６７の後方に後部座席８２が設けられている。後部座席８２の乗員８５は、足部
８５ａを右膨出部５７に載せる。
　なお、運転席６７および助手席７７（図３参照）は、それぞれスライド機構などのシー
トアジャスタ機構を備えている。
【００４１】
　以上説明したように、フロアパネル４１のうち、第１クロスメンバー２０の底部３４に
臨む部位４１ｃに、運転席６７に備えた内取付ブラケット６８の前端部（内側前端部）６
８ｂをボルト６６およびナット６５で締結した。よって、前端部６８ｂを締結した部位４
１ｃを第１クロスメンバー２０で支えることが可能になり、フロアパネル４１の剛性を確
保することができる。
　これにより、フロアパネル４１の剛性を確保するために、専用の補強部材を不要にでき
る。
【００４２】
　さらに、フロアパネル４１のうち、第２クロスメンバー２１の底部４４に臨む部位４１
ｄに、運転席６７に備えた内取付ブラケット６８の後端部６８ｃをボルト６６およびナッ
ト６５で締結した。
　さらに、図４に示すように、フロアパネル４１のうち、第２クロスメンバー２１の底部



(8) JP 4478654 B2 2010.6.9

10

20

30

40

50

４４に臨む部位４１ｄに、運転席６７に備えた外取付ブラケット６９の後端部６９ａをボ
ルト６６およびナット６５で締結した。
【００４３】
　よって、後端部６８ｃ，６９ａを締結した部位４１ｄを第２クロスメンバー２１で支え
ることが可能になり、フロアパネル４１の剛性を確保することができる。
　これにより、フロアパネル４１の剛性を確保するために、専用の補強部材を不要にでき
る。
【００４４】
　図４に戻って、フロアパネル４１のうち、第１クロスメンバー２０の底部３４に臨む部
位４１ｅに、助手席７７に備えた内取付ブラケット７８の前端部（内側前端部）７８ａを
ボルト７６およびナット７５（図３参照）で締結した。よって、前端部７８ａを締結した
部位４１ｅを第１クロスメンバー２０で支えることが可能になり、フロアパネル４１の剛
性を確保することができる。
　これにより、フロアパネル４１の剛性を確保するために、専用の補強部材を不要にでき
る。
【００４５】
　さらに、フロアパネル４１のうち、第２クロスメンバー２１の底部４４に臨む部位４１
ｆに、助手席７７に備えた内取付ブラケット７８の後端部７８ｂをボルト７６およびナッ
ト７５（図３参照）で締結した。
　さらに、フロアパネル４１のうち、第２クロスメンバー２１の底部４４に臨む部位４１
ｆに、助手席７７に備えた外取付ブラケット７９の後端部７９ａをボルト７６およびナッ
ト７５（図３参照）で締結した。
【００４６】
　よって、後端部７８ｂ，７９ａを締結した部位４１ｆを第２クロスメンバー２１で支え
ることが可能になり、フロアパネル４１の剛性を確保することができる。
　これにより、フロアパネル４１の剛性を確保するために、専用の補強部材を不要にでき
る。
【００４７】
　図６は本発明に係る車体フロア構造に前方から荷重が作用した例を説明する図である。
　なお、車体フロア構造１０は左右対称の構成である。よって、図６においては車体フロ
ア構造１０の左側構成についてのみ説明して右側構成の説明を省略する。
【００４８】
　車体フロア構造１０の左側前方に荷重Ｆ１が矢印の如く作用した場合、荷重Ｆ１は左フ
ロントサイドフレーム１１に荷重Ｆ２として伝わる。
　左フロントサイドフレーム１１に伝わった荷重Ｆ２は、左フロントサイドフレーム１１
の後端部１１ａにおいて、左フロアフレーム１３に荷重Ｆ３として伝わるとともに、左サ
イドアウトリガー１５および第１クロスメンバー２０に荷重Ｆ４，Ｆ５として伝わる。
【００４９】
　ここで、第１クロスメンバー２０の前壁部３５は、左端部３５Ｌｓを第１クロスメンバ
ー２０の略中央の部位３５ｇまで車体後方に向けて車幅方向内側に傾斜することにより略
ブーメラン状に形成されている。
【００５０】
　このように、左端部３５Ｌｓを車体後方に向けて車幅方向内側に傾斜することで、左フ
ロントサイドフレーム１１に荷重Ｆ２が伝わった場合、荷重Ｆ２の伝達方向を大きく変化
させないで、第１クロスメンバー２０の左端部３５Ｌｓ（左外傾斜部位３５ｃ）に荷重Ｆ
５として伝えることができる。
【００５１】
　さらに、左端部３５Ｌｓを第１クロスメンバー２０の略中央の部位（水平部位）３５ｇ
まで延ばすことで、左端部３５Ｌｓに伝わった荷重Ｆ５を左内傾斜部位３５ｅから水平部
位３５ｇまで伝えることができる。
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　左内傾斜部位３５ｅの傾斜角度θ２（図２参照）は左外傾斜部位３５ｃの傾斜角度θ１
（図２参照）より大きく設定されている。
【００５２】
　よって、左内傾斜部位３５ｅまで伝わった荷重Ｆ５を、伝達方向を大きく変化しないで
第１クロスメンバー２０の略中央の部位（水平部位）３５ｇまで効率よく伝えることがで
きる。
　これにより、左フロアフレーム１３に伝わる荷重Ｆ３を減らすことが可能になり、左フ
ロアフレーム１３の剛性を必要以上に高める必要がない。このように、左フロアフレーム
１３に伝わる荷重Ｆ３を減らすことで車体フロア構造１０の軽量化が図れる。
【００５３】
　ところで、第１クロスメンバー２０の前壁部３５を略ブーメラン状に形成することで、
左フロアフレーム１３に接続する第１クロスメンバー２０の左端部２０ａを大きく確保す
ることができる。よって、第１クロスメンバー２０の左端部２０ａを左フロアフレーム１
３に強固に接続することができる。
　これにより、第１クロスメンバー２０の剛性を高めることができるので、左フロントサ
イドフレーム１１から伝わった荷重Ｆ５を第１クロスメンバー２０で十分に受けることが
できる。
【００５４】
　なお、前記実施の形態では、第１クロスメンバー２０の前壁部３５を、左右の外傾斜部
位３５ｃ，３５ｄ、左右の内傾斜部位３５ｅ，３５ｆ、および水平部位３５ｇで略ブーメ
ラン状の凹形に形成した例について説明したが、これに限らないで、例えば、前壁部３５
を湾曲状や、略く字状などの他の形成にしても同様の効果を得ることができる。
　要は、前壁部３５が略ブーメラン状の凹形に形成されていればよい。
【００５５】
　また、前記実施の形態では、第１クロスメンバー２０のうち、前壁部３５を略ブーメラ
ン状に形成し、後壁部３６を直線状に形成した例について説明したが、これに限らないで
、前壁部３５と同様に後壁部３６をも略ブーメラン状に形成することも可能である。
【００５６】
　さらに、前記実施の形態では、第１クロスメンバー２０として底部３４および前後の壁
部３５，３６で上側が開口した断面略コ字形の部材を例示したが、第１クロスメンバー２
０の形状はこれに限定するものではない。
　例えば、第１クロスメンバー２０として頂部および前後の壁部で下側が開口した断面略
コ字形の部材や、閉塞断面の部材などを用いることも可能である。
【００５７】
　また、前記実施の形態では、運転席６７や助手席７７をフロアパネル４１に締結する締
結部材としてボルト６６，７６・ナット６５，７５を例示したが、クリップなどの他の締
結部材を用いることも可能である。
【００５８】
　さらに、前記実施の形態では、運転席６７をフロアパネル４１に取り付ける部材として
内外の取付ブラケット６８…，６９…を用い、助手席７７をフロアパネル４１に取り付け
る部材として内外の取付ブラケット７８…，７９…を用いた例について説明したが、この
部材に限定するものではなく、その他の部材を用いることも可能である。
　また、運転席６７や助手席７７を直接フロアパネル４１に取り付けることも可能である
。
【産業上の利用可能性】
【００５９】
　本発明の車体フロア構造は、フロアフレーム間に燃料タンクを配置するとともに、燃料
タンクの前方にクロスメンバーを設けた自動車への適用に好適である。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
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【図１】本発明に係る車体フロア構造からフロアパネルを除去した状態を示す平面図であ
る。
【図２】本発明に係る車体フロア構造の第１クロスメンバーを示す平面図である。
【図３】本発明に係る車体フロア構造にフロアパネルを載置した状態を示す平面図である
。
【図４】本発明に係る車体フロア構造に前部座席を取り付けた状態を示す平面図である。
【図５】図４の５－５線断面図である。
【図６】本発明に係る車体フロア構造に前方から荷重が作用した例を説明する図である。
【符号の説明】
【００６１】
　１０…車体フロア構造、１１…左フロントサイドフレーム、１１ａ…左フロントサイド
フレームの後端部、１２…右フロントサイドフレーム、１２ａ…右フロントサイドフレー
ムの後端部、１３…左フロアフレーム（フロアフレーム）、１４…右フロアフレーム（フ
ロアフレーム）、１５，１６…左右のサイドアウトリガー（アウトリガー）、１７，１８
…左右のサイドシル、２０…第１クロスメンバー（クロスメンバー）、３１…燃料タンク
、３５ｃ…左外傾斜部位、３５ｄ…右外傾斜部位、３５ｅ…左内傾斜部位、３５ｆ…右内
傾斜部位、３５Ｌｓ…第１クロスメンバーの左端部（左前端部）、３５Ｒｓ…第１クロス
メンバーの右端部（右前端部）、４１…フロアパネル、４４…底部、４５…前壁部、４６
…後壁部、６１…右内前取付孔（内前取付孔）、７１…左内前取付孔（内前取付孔）、６
７…運転席（前部座席）、６８ｂ，７８ａ…内取付ブラケットの前端部（内側前端部）、
７７…助手席（前部座席）。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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