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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車体後部に形成され、リッドで開閉される開口部と、
　平面視で略円弧状に車体後方に膨出したリヤバンパと、
　左右一対のリヤサイドフレームの後端部間で固定されたリヤエンドクロスメンバと、
　前記リヤバンパと前記リヤエンドクロスメンバとの間に配設され、前記リヤバンパの平
面視形状に対応して平面視で略円弧状に車体後方に膨出したリヤバンパレインメンバと、
を備えた車体後部構造において、
　前記リヤエンドクロスメンバは、
　その車幅方向の両端部が前記開口部を規定する一対のリヤピラー部にそれぞれ接続され
、かつ、その後端縁が前記リヤバンパ及び前記リヤバンパレインメンバの平面視形状に対
応して前記一対のリヤサイドフレームの前記後端部よりも車体後方に前記リヤバンパレイ
ンメンバと近接する位置まで膨出して略円弧状に形成される膨出部を有すると共にその前
端縁が前記一対のリヤサイドフレームの前記後端部間を結ぶように略直線状に形成され、
　前記リヤバンパレインメンバは、
　前記膨出部の車幅方向の左右側部に配設され、前記膨出部よりも車両後方に延びるクラ
ッシュ管を介して前記リヤサイドフレームに接続されていることを特徴とする車体後部構
造。
【請求項２】
　前記一対のリヤサイドフレーム間で支持され、車体後部の荷室空間の底部を形成するリ
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ヤフロアパンを備え、
　前記リヤエンドクロスメンバが、
　前記一対のリヤサイドフレームの前記後端部に接続されたリヤエンドパネルと、前記リ
ヤエンドパネルの車体前方側において前記リヤエンドパネルに取付けられ、前記リヤエン
ドパネルと共に閉断面を形成する補強パネルと、からなり、
　前記リヤフロアパンの後端部が、前記一対のリヤサイドフレームの前記後端部よりも前
記膨出部に向かって突出して前記リヤエンドパネルに接続された突出部を有することを特
徴とする請求項１に記載の車体後部構造。
【請求項３】
　前記リヤエンドクロスメンバの車幅方向中央部には、前記開口部の閉鎖時に前記リッド
の下端部を係止するストライカが設けられ、
　前記リヤエンドクロスメンバの断面積が、車幅方向両端部よりも車幅方向中央部の方が
大きくなるように前記前端縁と前記後端縁とが設定されていることを特徴とする請求項１
に記載の車体後部構造。
【請求項４】
　前記リヤエンドクロスメンバが、
　前記一対のリヤサイドフレームの前記後端部に接続されたリヤエンドパネルと、
　前記リヤエンドパネルの車体前方側において前記リヤエンドパネルに取付けられ、前記
前端縁を形成する前面部を有し、前記リヤエンドパネルと共に前記リヤエンドクロスメン
バの中央部において断面積が最も広く前記リヤエンドクロスメンバの両端部に至るに従っ
て徐々に断面積が狭くなる閉断面を形成する補強パネルと、からなり、
　前記補強パネルは、前記リヤエンドクロスメンバの前記中央部において、前記前面部下
部が車体後方へ凹んだ凹部を有し、該凹部により荷室空間が形成されていることを特徴と
する請求項１に記載の車体後部構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　本発明は自動車の車体後部構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に自動車の車体後部には荷室空間が形成される。荷室空間を広くとることは自動車
の利便性を向上する上で重要である。また、より広い荷室空間を確保するためには車体の
剛性も考慮する必要がある。そこで、自動車の車体後部構造としては荷室空間や車体剛性
の双方を向上することが要求される。一般的な自動車の後部車体構造としては、例えば特
許文献１に記載のものが知られている。
【０００３】
　一方、ハッチバック車等の一部の車種においては車体の後部を平面視で略円弧状に、言
わば昆虫のおしりのように突出させるもの（以下、後部突出タイプという。）が提案され
ている。この種のデザインは車体後部が平坦なものに比べて自動車の外観上の意匠性を向
上するものとして着目されつつある。
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－２９４５７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、従来の後部突出タイプのものは、専らその意匠性のみに主眼が置かれており、
そのデザインに応じた車体の機能面については着目されていない。
【０００６】
　従って、本発明の目的は、後部突出タイプの自動車について、そのデザインのみならず
機能性も向上し得る車体後部構造を提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明によれば、車体後部に形成され、リッドで開閉される開口部と、平面視で略円弧
状に車体後方に膨出したリヤバンパと、左右一対のリヤサイドフレームの後端部間で固定
されたリヤエンドクロスメンバと、前記リヤバンパと前記リヤエンドクロスメンバとの間
に配設され、前記リヤバンパの平面視形状に対応して平面視で略円弧状に車体後方に膨出
したリヤバンパレインメンバと、を備えた車体後部構造において、前記リヤエンドクロス
メンバは、その車幅方向の両端部が前記開口部を規定する一対のリヤピラー部にそれぞれ
接続され、かつ、その後端縁が前記リヤバンパ及び前記リヤバンパレインメンバの平面視
形状に対応して前記一対のリヤサイドフレームの前記後端部よりも車体後方に前記リヤバ
ンパレインメンバと近接する位置まで膨出して略円弧状に形成される膨出部を有すると共
にその前端縁が前記一対のリヤサイドフレームの前記後端部間を結ぶように略直線状に形
成され、前記リヤバンパレインメンバは、前記膨出部の車幅方向の左右側部に配設され、
前記膨出部よりも車両後方に延びるクラッシュ管を介して前記リヤサイドフレームに接続
されていることを特徴とする車体後部構造が提供される。
【０００８】
　この構成によれば、前記リヤエンドクロスメンバが前記リヤピラー部に接続されるため
、前記開口部の変形に対する剛性を向上できる。また、前記リヤエンドクロスメンバの前
端縁が、その後端縁とは異なり、前記一対のリヤサイドフレームの前記後端部間を結ぶよ
うに略直線状に形成されているので、前記リヤエンドクロスメンバの曲げ剛性を高めるこ
とができ、前記開口部の変形に対する剛性をより一層高めることができる。更に、前記リ
ヤエンドクロスメンバの後端縁が前記リヤバンパの平面視形状に対応して形成されるので
リッドをリヤバンパ形状に合わせて形成することができる。従って、本発明では後部突出
タイプの自動車について、そのデザインのみならず機能性、特に車体剛性の向上を図るこ
とができる。また、前記膨出部の膨出により前記リヤエンドクロスメンバの断面積を拡大
でき、剛性を向上することができる。更に、前記リヤエンドクロスメンバと前記リヤバン
パレインメンバとの近接により前記リヤバンパを前記リヤエンドクロスメンバに近接させ
ることができ、当該リヤバンパの支持剛性を向上することができる。また、車体全長を増
すことなく前記クラッシュ管の長さを確保することができる。
　本発明においては、前記一対のリヤサイドフレーム間で支持され、車体後部の荷室空間
の底部を形成するリヤフロアパンを備え、前記リヤエンドクロスメンバが、前記一対のリ
ヤサイドフレームの前記後端部に接続されたリヤエンドパネルと、前記リヤエンドパネル
の車体前方側において前記リヤエンドパネルに取付けられ、前記リヤエンドパネルと共に
閉断面を形成する補強パネルと、からなり、前記リヤフロアパンの後端部が、前記一対の
リヤサイドフレームの前記後端部よりも前記膨出部に向かって突出して前記リヤエンドパ
ネルに接続された突出部を有していてもよい。
【０００９】
　本発明においては、前記リヤエンドクロスメンバの車幅方向中央部には、前記開口部の
閉鎖時に前記リッドの下端部を係止するストライカが設けられ、前記リヤエンドクロスメ
ンバの断面積が、車幅方向両端部よりも車幅方向中央部の方が大きくなるように前記前端
縁と前記後端縁とが設定されていてもよい。
【００１０】
　この構成によれば、大きな荷重が作用し易い前記ストライカを支持する部位の剛性を高
められる。
【００１３】
　また、本発明においては、前記リヤエンドクロスメンバが、前記一対のリヤサイドフレ
ームの前記後端部に接続されたリヤエンドパネルと、前記リヤエンドパネルの車体前方側
において前記リヤエンドパネルに取付けられ、前記前端縁を形成する前面部を有し、前記
リヤエンドパネルと共に前記リヤエンドクロスメンバの中央部において断面積が最も広く
前記リヤエンドクロスメンバの両端部に至るに従って徐々に断面積が狭くなる閉断面を形
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成する補強パネルと、からなり、前記補強パネルは、前記リヤエンドクロスメンバの前記
中央部において、前記前面部下部が車体後方へ凹んだ凹部を有し、該凹部により荷室空間
が形成されていてもよい。
【００１４】
　この構成によれば、荷室空間を拡張することができる。
【発明の効果】
【００１５】
　以上述べた通り、本発明によれば、後部突出タイプの自動車について、そのデザインの
みならず機能性、特に車体剛性の向上を図ることができる。また、車体全長を増すことな
くクラッシュ管の長さを確保することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　図１（ａ）は本発明の一実施形態に係る車体後部構造を採用した自動車Ａの車体の背面
視図、図１（ｂ）は自動車Ａの後部の荷室空間内を示す図である。本実施形態においては
自動車Ａとして後部突出タイプのハッチバック車を想定している。図１（ａ）に示すよう
に自動車Ａの車体後部にはリッド（リアハッチ）５で開閉される開口部１が形成されてい
る。この開口部１内には車体後部の荷室空間が形成され、リッド５の開閉により外部から
荷室空間内にアクセスできるように構成されている。開口部１はルーフパネル２と、ルー
フパネル２を支持する左右一対のリヤピラー３と、リパピラー３の下端に車幅方向両端部
が接続されたリヤエンドクロスメンバ３０と、により略方形状に規定されている。リヤピ
ラー３の側部にはサイドパネルアウタ４が結合されている。
【００１７】
　リヤエンドクロスメンバ３０はその後面を構成するリヤエンドパネル３１と、リヤエン
ドパネル３１の車体前方側においてリヤエンドパネル３１に取付けられ、リヤエンドクロ
スメンバ３０の前面と上面とを構成する補強パネル３２と、から構成されている。リヤエ
ンドパネル３１の両端部にはそれぞれクラッシュ管４１が取付けられる固定部３１ｂが形
成されている。クラッシュ管４１は同図にて不図示の後述するリヤバンパレインメンバ４
０の取付部材として機能し、リヤバンパレインメンバ４０は同図にて不図示の後述するリ
ヤバンパ（バンパフェイシャ）５０の補強部材として機能する。
【００１８】
　図１（ｂ）を参照して、荷室空間内には荷室空間の底部を形成するフロアパン２０が配
設されている。フロアパン２０の側部はホイールハウスインナ７に即して切り欠かれ、ホ
イールハウスインナ７に結合されている。ホイールハウスインナ７はリヤサイドパネル６
に結合されている。フロアパン２０はスペアタイヤパンとして、スペアタイヤが収納可能
な凹部２２が設けられており、凹部２２の底部２２ａの後端はリヤエンドクロスメンバ３
０に入り込むようにして突出部２１が設けられている。本実施形態ではこの突出部２１上
に荷室空間を拡張する拡張荷室空間２３が形成されている。
【００１９】
　ここで、図１（ｂ）を参照して本実施形態の車体後部構造の概略について説明する。上
記の通り、本実施形態の自動車Ａは後部突出タイプの自動車Ａを想定している。後部突出
タイプの自動車では、その後部が突出する分だけリヤエンドパネル（３１）の後方に空き
の空間が生じ得る。そこで、本実施形態ではリヤエンドパネル３１に、当該後部の突出に
応じた膨出部３１ａを設けて拡張荷室空間２３を形成し、荷室空間を拡張する。更に、リ
ヤエンドクロスメンバ３０により開口部１の変形に対する剛性を高めるものである。
【００２０】
　図２は本実施形態の車体後部構造の要部の分解斜視図（細部省略）である。図３（ａ）
及び（ｂ）は図２に示した車体後部構造の組立時の平面視図であり、図３（ｂ）はリヤエ
ンドクロスメンバ３０とバンパ５０とを破線で示した透視図である。
【００２１】
　図３（ａ）及び（ｂ）に示すように本実施形態の車体後部構造ではリヤバンパ５０が平



(5) JP 4661176 B2 2011.3.30

10

20

30

40

50

面視で略円弧状に車体後方に膨出しており、上記の後部突出タイプの自動車の車体後部構
造を構成している。図２を参照して車体後部の荷室空間の底部を形成するリヤフロアパン
２０は左右一対のリヤサイドフレーム１０上面に結合されており、左右一対のリヤサイド
フレーム１０間でリヤサイドフレーム１０上に支持されている。リヤフロアパン２０には
、一対のリヤサイドフレーム１０の間のスペースにおいて、スペアタイヤが収納可能なス
ペアタイヤパンとして凹部２２を有する。
【００２２】
　本実施形態の場合、リヤフロアパン２０下に配設されるマフラー等の設置スペースを確
保するために、凹部２２はリヤフロアパン２０の中心から車体の左側にずれて配置されて
いる。凹部２２はその前方部分が断面略ハット状に下方に膨出し、その前方部分に続く後
方部分においては断面略方形状に膨出している。また、図２に示すようにリヤフロアパン
２０の後端部には車体後方へ突出した突出部２１が設けられている。この突出部２１はリ
ヤエンドクロスメンバ３０に接続され、図１（ｂ）を参照して説明した通り、この突出部
２１はリヤフロアパン２０上の荷室空間をリヤサイドフレーム１０の後端部１０ａよりも
車体後方に拡張した拡張空間２３を形成する。本実施形態の場合、この突出部２１は凹部
２２の底部を延長して形成されている。
【００２３】
　次に、リヤエンドクロスメンバ３０は上記の通り、リヤエンドパネル３１と補強パネル
３２とから構成され、両者により閉断面を構成している。図４（ａ）乃至（ｃ）はそれぞ
れ図３（ａ）の線Ａ－Ａ、線Ｂ－Ｂ、線Ｃ－Ｃに沿うリヤエンドクロスメンバ３０の断面
図であり、リヤエンドパネル３１と補強パネル３２とから閉断面が構成されていることが
分かる。補強パネル３２は図１（ａ）を参照して上記の通り、リヤエンドクロスメンバ３
０の上面を構成しており、その車幅方向両端部はリヤピラー３に結合されて接続されてい
る。
【００２４】
　図３（ａ）及び（ｂ）並びに図４（ｃ）に示すように、リヤエンドクロスメンバ３０は
一対のリヤサイドフレーム１０の後端部１０ａに結合され、当該後端部１０ａ間で固定さ
れている。リヤエンドクロスメンバ３０は一対のリヤサイドフレーム１０の後端部１０ａ
よりも車体後方に膨出した膨出部３１ａを有する。膨出部３１ａはリヤエンドパネル３１
により形成され、リヤバンパ５０の平面視形状にならって平面視で略円弧状に車体後方に
膨出している。
【００２５】
　補強パネル３２は、リヤエンドクロスメンバ３０の後端縁となる、その後端縁３２ｂが
両端部を除き、膨出部３１ａの形状にならって略円弧状に形成され、一対のリヤサイドフ
レーム１０の後端部１０ａよりも車体後方に膨出している。一方、リヤエンドクロスメン
バ３０の前端縁となる、その前端縁３２ａは一対のリヤサイドフレーム１０の後端部１０
ａ間を結ぶように略直線状に形成されている。つまり、リヤエンドクロスメンバ３０は全
体としてその後端縁が略円弧状に膨出し、その前端縁はリヤサイドフレーム１０の後端部
１０ａ間を最短距離距離で結ぶように略直線状に形成されていることになる。図４（ａ）
乃至（ｃ）から明らかなように、リヤエンドクロスメンバ３０は略直線状の前端縁と、略
円弧状に膨出した後端縁との設定により、その中央部において閉断面の断面積が最も広く
、両端部に至るに従って徐々に断面積が狭くなっている。図１（ｂ）、図２、図３（ａ）
並びに図４（ａ）に示すように、リヤエンドクロスメンバ３０（具体的には補強パネル３
２）の車幅方向中央部には、開口部１の閉鎖時にリッド５の下端部を係止するストライカ
Ｓが設けられている。
【００２６】
　次に、図４（ｃ）に示すように一対のリヤサイドフレーム１０の後端部１０ａには、リ
ヤバンパレインメンバ４０の取付部材となる一対のクラッシュ管４１がリヤエンドクロス
メンバ３０を介して取付けられている。図１（ａ）に示すようにリヤエンドパネル３１は
一対のクラッシュ管４１がそれぞれ固定される一対の固定部３１ｂを有する。固定部３１
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ｂには不図示のボルト等が立設され、これにクラッシュ管４１が固定されることになる。
本実施形態の場合、膨出部３１ａは一対の固定部３１ｂ間に形成されている。クラッシュ
管４１は自動車の後突時にクラッシュして車体の損傷を最小限に留める。
【００２７】
　次に、リヤバンパレインメンバ４０は、リヤバンパ５０の平面視形状並びにリヤエンド
クロスメンバ３０の後端縁の平面視形状に対応して平面視で略円弧状に形成されている。
リヤバンパレインメンバ４０はリヤエンドクロスメンバ３０とリヤバンパ５０との間に配
設され、リヤエンドクロスメンバ３０及びクラッシュ管４１を介して一対のリヤサイドフ
レーム１０の後端部１０ａに接続されている。
【００２８】
　次に、拡張荷室空間３２について説明する。突出部２１は一対のリヤサイドフレーム１
０の後端部１０ａよりも膨出部３１ａに向かって、つまり、膨出部３１ａの形成領域にお
いて車体後方に突出しており、図４（ａ）に示すように突出部２１はリヤエンドパネル３
１（膨出部３１ａ形成領域の下方）に接続されている。補強パネル３２の前端縁３２ａは
全体としてリヤエンドパネル３１から車体前方へ張り出しているが、特に、突出部２１上
の部分においてはその下端が突出部２１よりも上の位置でリヤエンドパネル３１に結合さ
れており、リヤエンドパネル３１の上部においてリヤエンドパネル３１から車体前方へ張
り出すように形成されている。このため、補強パネル３２の張り出し部分の下に空間が形
成され、ここが、突出部２１、補強パネル３２並びにリヤエンドパネル３１に囲まれた拡
張荷室空間２３となる。図３（ａ）及び（ｂ）に示すように、リヤフロアパン２０の凹部
２２にはスペアタイヤＴ等が収納でき、拡張荷室空間３２には例えば図３（ｂ）に示すよ
うにジャッキＪ等が収納できる。
【００２９】
　さて、本実施形態では膨出部３１ａ及び突出部２１を設けて拡張荷室空間３２を形成し
たことでリヤフロアパン２０の荷室空間の前後長が拡大される。荷室空間が拡張されても
膨出部３１ａ及び突出部２１はリヤサイドフレーム１０の後端部１０ａよりも車体後方に
膨出、突出するのでリヤサイドフレーム１０を延長する必要はない。膨出部３１ａは後部
突出タイプの自動車に対してその後部形状、つまり、リヤバンパ５０の形状に即して形成
することができ、そのデザインに符合する。つまり、後部突出タイプの自動車について、
そのデザインのみならず機能性、特に荷室空間を拡張を図ることができる。更に、リヤエ
ンドクロスメンバ３０の後端縁（３２ｂ）がリヤバンパ５０の平面視形状に対応して形成
されるのでリッド５をリヤバンパ５０の形状に合わせて形成することができる。
【００３０】
　また、従来の後部突出タイプの自動車では、リヤエンドパネルが全体として略直線状に
構成されるため、後部突出タイプの自動車ではリヤエンドパネルとリヤバンパとの間に空
きの空間が生じるところ、本実施形態ではリヤエンドパネル３１に膨出部３１ａを形成す
ることで、空きの空間を解消して拡張荷室空間２３として有効に活用できる。
【００３１】
　また、本実施形態ではリヤエンドクロスメンバ３０がリヤピラー３に接続されるため、
開口部１の変形に対する剛性を向上できる。特に、リヤエンドクロスメンバ３０の前端縁
（３２ａ）が、膨出部３１ａが形成された後端縁（３２ｂ）とは異なり、一対のリヤサイ
ドフレーム１０の後端部１０ａ間を結ぶように略直線状に形成されているので、リヤエン
ドクロスメンバ３０の曲げ剛性を高めることができる。つまり、リヤエンドクロスメンバ
３０の前端縁も略円弧状に車体後方に膨出するように形成し、全体として略円弧状にする
場合よりも本実施形態の方が圧縮荷重に対する曲げ剛性が高くなる。つまり、後部突出タ
イプの自動車について、そのデザインのみならず機能性、特に車体剛性の向上を図ること
ができる。
【００３２】
　また、本実施形態では突出部２１を凹部２２の底部を延長して形成しているので、突出
部２１により拡張された拡張荷室空間２３の高さ方向の幅をより大きく確保することがで
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きる。また、凹部２２の後方が拡張されるのでより大径のスペアタイヤの収納や、あるい
は、本実施形態のようにスペアタイヤＴとジャッキＪとの収納が可能となる。更に、凹部
２２の後方が拡張されるので、凹部２２として同じ空間を確保しようとした場合、凹部２
２の位置を車体後方側にずらした設計が可能となり、凹部２２の前方側のスペース（例え
ば燃料タンクの設置スペース）を拡張できる。
【００３３】
　更に、本実施形態では膨出部３１ａが一対の固定部４１間に形成され、固定部４１の前
後方向の幅は従来と同様にすることができる。従って、クラッシュ管４１の取付位置（前
方端部の取付位置は車体後方にずらす必要がない。従って、車体全長を増すことなくクラ
ッシュ管４１の長さを確保することと、荷室空間の確保（拡張）とを両立することができ
る。
【００３４】
　また、本実施形態ではリヤエンドクロスメンバ３０の車幅方向中央部に開口部１の閉鎖
時にリッド５の下端部を係止するストライカＳが設けられ、リヤエンドクロスメンバ３０
の断面積が、車幅方向両端部よりも車幅方向中央部の方が大きい。従って、大きな荷重が
作用し易いストライカＳを支持する部位の剛性を高められる。
【００３５】
　また、本実施形態では、リヤエンドクロスメンバの後端縁（３２ｂ）、リヤバンパレイ
ンメンバ４０及びリヤバンパ５０をいずれも平面視で略円弧状とし、各形状が略一致する
ようにしている。このため、まず、リヤエンドクロスメンバ３０の後端縁（３２ｂ）をリ
ヤバンパレインメンバ４０に近接させることができ、リヤエンドクロスメンバ３０の後端
縁（３２ｂ）、つまり膨出部３１ａを車体後方により大きく膨出させることができる。そ
の膨出の程度が大きければ大きい程、リヤエンドクロスメンバ３０の断面積が拡大でき、
剛性を向上することができる。もちろん、拡張荷室空間２３もこれに伴って大きくできる
。更に、リヤエンドクロスメンバ３０とリヤバンパレインメンバ４０との近接により、リ
ヤバンパ５０をリヤエンドクロスメンバ３０に近接させることができ、両者の間隔が狭ま
ることでリヤバンパ５０の支持剛性をも向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】（ａ）は本発明の一実施形態に係る車体後部構造を採用した自動車Ａの車体の背
面視図、（ｂ）は自動車Ａの後部の荷室空間内を示す図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る車体後部構造の要部の分解斜視図である。
【図３】（ａ）及び（ｂ）は本発明の一実施形態に係る車体後部構造の要部の平面視図で
ある。
【図４】（ａ）は図３（ａ）の線Ａ－Ａに沿うリヤエンドクロスメンバの断面図、（ｂ）
は図３（ａ）の線Ｂ－Ｂに沿うリヤエンドクロスメンバの断面図、（ｃ）は図３（ａ）の
線Ｃ－Ｃに沿うリヤエンドクロスメンバの断面図である。
【符号の説明】
【００３７】
Ａ　自動車
Ｓ　ストライカ
１　開口部
３　リヤピラー
５　リッド（リヤハッチ）
１０　リアサイドフレーム
１０ａ　後端部
２０　リヤフロアパン
２１　突出部
２２　凹部（スペアタイヤパン）
２２ａ　凹部の底部
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２３　拡張荷室空間
３０　リヤエンドクロスメンバ
３１　リヤエンドパネル
３１ａ　膨出部
３１ｂ　固定部
３２　補強パネル
３２ａ　前端縁
３２ｂ　後端縁
４０　リヤバンパレインメンバ
４１　クラッシュ管（取付部材）
５０　バンパ（バンパフェイシャ）

【図１】 【図２】
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