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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車体の一部を構成し、閉断面状に形成されたフレーム本体に該フレーム本体を補強する
ための補強体を内蔵した車両用フレーム構造であって、
　前記フレーム本体は、互いに離間して配設され、車体にねじり荷重が作用した時に該フ
レーム本体に生じる曲げモーメントの回転軸方向と略直交する方向に延びる第１面部及び
第２面部と、該フレーム本体の第１面部と第２面部との間に位置し、該第１面部と該第２
面部との間でそれぞれ角部を形成する両側の第３面部とを有し、
　前記補強体は、前記フレーム本体の両側の第３面部に沿って配設されて該両側の第３面
部にそれぞれ当接して接合される両側の第３面接合部と、該第３面接合部に連続して前記
フレーム本体の前記第３面部と前記第１面部との間の角部における第１面部側に当接して
接合される第１面接合部と、前記フレーム本体の第１面部と当接しない第１面非当接部と
、該第３面接合部に連続して前記フレーム本体の前記第３面部と前記第２面部との間の角
部における第２面部側に当接して接合される第２面接合部と、前記フレーム本体の第２面
部と当接しない第２面非当接部とを有し、
　前記第１面接合部は、前記フレーム本体の一方の第３面部と第１面部との間の角部にお
ける第１面部側に当接して接合される第１の第１面接合部と、前記フレーム本体の他方の
第３面部と第１面部との間の角部における第１面部側に当接して接合される第２の第１面
接合部とを有し、前記第２面接合部は、前記フレーム本体の一方の第３面部と第２面部と
の間の角部における第２面部側に当接して接合される第１の第２面接合部と、前記フレー
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ム本体の他方の第３面部と第２面部との間の角部における第２面部側に当接して接合され
る第２の第２面接合部とを有し、前記第１の第１面接合部と前記第２の第１面接合部とが
、前記フレーム本体の長手方向に重ならないように設けられるとともに、前記第１の第２
面接合部と前記第２の第２面接合部とが、前記フレーム本体の長手方向に重ならないよう
に設けられている、
ことを特徴とする車両用フレーム構造。
【請求項２】
　前記補強体は、前記第１面接合部が前記フレーム本体の長手方向に離間して複数設けら
れるとともに前記第２面接合部が前記フレーム本体の長手方向に離間して複数設けられる
ように形成されている、
ことを特徴とする請求項１に記載の車両用フレーム構造。
【請求項３】
　前記補強体は、前記第１面接合部を前記曲げモーメントの回転軸方向に前記フレーム本
体の第２面部に投影した領域において該第２面部と接合しないように設けられるとともに
、前記第２面接合部を前記曲げモーメントの回転軸方向に前記フレーム本体の第１面部に
投影した領域において該第１面部と接合しないように設けられている、
ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の車両用フレーム構造。
【請求項４】
　前記補強体は、前記フレーム本体の一方の第３面部に当接して接合される第１の第３面
接合部、前記フレーム本体の一方の第３面部と第１面部との間の角部における第１面部側
に当接して接合される第１の第１面接合部、前記フレーム本体の他方の第３面部に当接し
て接合される第２の第３面接合部、前記フレーム本体の他方の第３面部と第２面部との間
の角部における第２面部側に当接して接合される第２の第２面接合部、及び前記第１の第
１面接合部と前記第２の第２面接合部とを連結する第１の連結部とによって前記フレーム
本体の長手方向と直交する直交断面においてＳ字状に形成されるＳ字状部と、前記第１の
第３面接合部、前記フレーム本体の一方の第３面部と第２面部との間の角部における第２
面部側に当接して接合される第１の第２面接合部、前記第２の第３面接合部、前記フレー
ム本体の他方の第３面部と第１面部との間の角部における第１面部側に当接して接合され
る第２の第１面接合部、及び前記第１の第２面接合部と前記第２の第１面接合部とを連結
する第２の連結部とによって前記直交断面において逆Ｓ字状に形成される逆Ｓ字状部と、
前記フレーム本体の長手方向と直交する直交断面方向に延びる隔壁部とを備え、該Ｓ字状
部と該逆Ｓ字状部とが、前記フレーム本体の長手方向に前記隔壁部を介して交互に配置さ
れている、
ことを特徴とする請求項１から請求項３の何れか１項に記載の車両用フレーム構造。
【請求項５】
　前記第１の連結部は、前記フレーム本体の第１面部から第２面部に向かうにつれて前記
第１の第３面接合部との離間距離が大きくなるように形成されるとともに前記フレーム本
体の第２面部から第１面部に向かうにつれて前記第２の第３面接合部との離間距離が大き
くなるように形成され、前記第２の連結部は、前記フレーム本体の第２面部から第１面部
に向かうにつれて前記第１の第３面接合部との離間距離が大きくなるように形成されると
ともに前記フレーム本体の第１面部から第２面部に向かうにつれて前記第２の第３面接合
部との離間距離が大きくなるように形成されている、
ことを特徴とする請求項４に記載の車両用フレーム構造。
【請求項６】
　前記フレーム本体の第１面部及び第２面部が、サイドシルの車幅方向と直交する方向に
延びる両側の側面部であり、前記フレーム本体の両側の第３面部が、前記サイドシルの上
面部及び下面部である、
ことを特徴とする請求項１から請求項５の何れか１項に記載の車両用フレーム構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　この発明は、車体の一部を構成し、閉断面状に形成されたフレーム本体に該フレーム本
体を補強するための補強体を内蔵した車両用フレーム構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車等の車両における車体の一部を構成するサイドシルやピラーなどの車両用フレー
ム（車体フレーム）は一般に、閉断面状に形成されている。また、車体フレームとして、
閉断面状のフレーム本体の内部に補強体を取り付けて補強するようにしたものも知られて
いる。例えば特許文献１には、サイドシル内に、該サイドシルの内面形状に対応した外形
形状を有するパイプ状の補強体を接着させたものが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実開平４－０６７１９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、前記特許文献１に開示されるように、閉断面状に形成されたフレーム本
体の内部に補強体を取り付けて補強する場合、補強体によって重量の増加を招くこととな
るので、サイドシルやピラーなどの車体フレームにおいては、如何に重量の増加を抑制し
つつ補強するかが重要な課題となっている。
【０００５】
　また、自動車等の車両においては、操縦安定性や乗り心地性の向上を図る観点から、走
行時に車輪を懸架するサスペンション装置と車体との取付部から車体に入力されるねじり
荷重がサイドシルやピラーなどの車体フレームに伝達されて車体フレームに曲げモーメン
トが生じる場合においても車体フレームが曲げ変形しないようにして車体のねじり剛性を
高めることが望まれている。
【０００６】
　そこで、この発明は、重量の増加を抑制しつつ車体のねじり剛性を向上させることがで
きる車両用フレーム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】
【０００７】
　このため、本願の請求項１に係る発明は、車体の一部を構成し、閉断面状に形成された
フレーム本体に該フレーム本体を補強するための補強体を内蔵した車両用フレーム構造で
あって、前記フレーム本体は、互いに離間して配設され、車体にねじり荷重が作用した時
に該フレーム本体に生じる曲げモーメントの回転軸方向と略直交する方向に延びる第１面
部及び第２面部と、該フレーム本体の第１面部と第２面部との間に位置し、該第１面部と
該第２面部との間でそれぞれ角部を形成する両側の第３面部とを有し、前記補強体は、前
記フレーム本体の両側の第３面部に沿って配設されて該両側の第３面部にそれぞれ当接し
て接合される両側の第３面接合部と、該第３面接合部に連続して前記フレーム本体の前記
第３面部と前記第１面部との間の角部における第１面部側に当接して接合される第１面接
合部と、前記フレーム本体の第１面部と当接しない第１面非当接部と、該第３面接合部に
連続して前記フレーム本体の前記第３面部と前記第２面部との間の角部における第２面部
側に当接して接合される第２面接合部と、前記フレーム本体の第２面部と当接しない第２
面非当接部とを有し、前記第１面接合部は、前記フレーム本体の一方の第３面部と第１面
部との間の角部における第１面部側に当接して接合される第１の第１面接合部と、前記フ
レーム本体の他方の第３面部と第１面部との間の角部における第１面部側に当接して接合
される第２の第１面接合部とを有し、前記第２面接合部は、前記フレーム本体の一方の第
３面部と第２面部との間の角部における第２面部側に当接して接合される第１の第２面接
合部と、前記フレーム本体の他方の第３面部と第２面部との間の角部における第２面部側
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に当接して接合される第２の第２面接合部とを有し、前記第１の第１面接合部と前記第２
の第１面接合部とが、前記フレーム本体の長手方向に重ならないように設けられるととも
に、前記第１の第２面接合部と前記第２の第２面接合部とが、前記フレーム本体の長手方
向に重ならないように設けられている、ことを特徴としたものである。
【０００８】
　また、本願の請求項２に係る発明は、請求項１に係る発明において、前記補強体は、前
記第１面接合部が前記フレーム本体の長手方向に離間して複数設けられるとともに前記第
２面接合部が前記フレーム本体の長手方向に離間して複数設けられるように形成されてい
る、ことを特徴としたものである。
【００１０】
　また更に、本願の請求項３に係る発明は、請求項１又は請求項２に係る発明において、
前記補強体は、前記第１面接合部を前記曲げモーメントの回転軸方向に前記フレーム本体
の第２面部に投影した領域において該第２面部と接合しないように設けられるとともに、
前記第２面接合部を前記曲げモーメントの回転軸方向に前記フレーム本体の第１面部に投
影した領域において該第１面部と接合しないように設けられている、ことを特徴としたも
のである。
【００１１】
　また更に、本願の請求項４に係る発明は、請求項１から請求項３の何れか１項に係る発
明において、前記補強体は、前記フレーム本体の一方の第３面部に当接して接合される第
１の第３面接合部、前記フレーム本体の一方の第３面部と第１面部との間の角部における
第１面部側に当接して接合される第１の第１面接合部、前記フレーム本体の他方の第３面
部に当接して接合される第２の第３面接合部、前記フレーム本体の他方の第３面部と第２
面部との間の角部における第２面部側に当接して接合される第２の第２面接合部、及び前
記第１の第１面接合部と前記第２の第２面接合部とを連結する第１の連結部とによって前
記フレーム本体の長手方向と直交する直交断面においてＳ字状に形成されるＳ字状部と、
前記第１の第３面接合部、前記フレーム本体の一方の第３面部と第２面部との間の角部に
おける第２面部側に当接して接合される第１の第２面接合部、前記第２の第３面接合部、
前記フレーム本体の他方の第３面部と第１面部との間の角部における第１面部側に当接し
て接合される第２の第１面接合部、及び前記第１の第２面接合部と前記第２の第１面接合
部とを連結する第２の連結部とによって前記直交断面において逆Ｓ字状に形成される逆Ｓ
字状部と、前記フレーム本体の長手方向と直交する直交断面方向に延びる隔壁部とを備え
、該Ｓ字状部と該逆Ｓ字状部とが、前記フレーム本体の長手方向に前記隔壁部を介して交
互に配置されている、ことを特徴としたものである。
【００１２】
　また更に、本願の請求項５に係る発明は、請求項４に係る発明において、前記第１の連
結部は、前記フレーム本体の第１面部から第２面部に向かうにつれて前記第１の第３面接
合部との離間距離が大きくなるように形成されるとともに前記フレーム本体の第２面部か
ら第１面部に向かうにつれて前記第２の第３面接合部との離間距離が大きくなるように形
成され、前記第２の連結部は、前記フレーム本体の第２面部から第１面部に向かうにつれ
て前記第１の第３面接合部との離間距離が大きくなるように形成されるとともに前記フレ
ーム本体の第１面部から第２面部に向かうにつれて前記第２の第３面接合部との離間距離
が大きくなるように形成されている、ことを特徴としたものである。
【００１３】
　また更に、本願の請求項６に係る発明は、請求項１から請求項５の何れか１項に係る発
明において、前記フレーム本体の第１面部及び第２面部が、サイドシルの車幅方向と直交
する方向に延びる両側の側面部であり、前記フレーム本体の両側の第３面部が、前記サイ
ドシルの上面部及び下面部である、ことを特徴としたものである。
【発明の効果】
【００１４】
　本願の請求項１に係る車両用フレーム構造によれば、フレーム本体に内蔵した補強体は
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、車体にねじり荷重が作用した時にフレーム本体に生じる曲げモーメントの回転軸方向と
略直交する方向に延びるフレーム本体の第１面部及び第２面部との間に位置する両側の第
３面部にそれぞれ接合される両側の第３面接合部と、第３面接合部に連続してフレーム本
体の第３面部と第１面部との間の角部における第１面部側に接合される第１面接合部と、
フレーム本体の第１面部と当接しない第１面非当接部と、第３面接合部に連続してフレー
ム本体の第３面部と第２面部との間の角部における第２面部側に接合される第２面接合部
と、フレーム本体の第２面部と当接しない第２面非当接部とを有している。
【００１５】
　これにより、車体にねじり荷重が作用した時にフレーム本体に生じる曲げモーメントの
回転軸方向と略直交する方向に延びるフレーム本体の第１面部及び第２面部との間に位置
する両側の第３面部、第１面部の第３面部との間の角部近傍、及び第２面部の第３面部と
の間の角部近傍を効果的に補強することができ、車体にねじり荷重が作用した時にフレー
ム本体の曲げ変形を抑制することができ、重量の増加を抑制しつつ車体のねじり剛性を向
上させることができる。
　更に、第１の第１面接合部と第２の第１面接合部とが、フレーム本体の長手方向に重な
らないように設けられるとともに、第１の第２面接合部と第２の第２面接合部とが、フレ
ーム本体の長手方向に重ならないように設けられていることにより、前記効果をより具体
的に実現することができる。
【００１６】
　また、本願の請求項２に係る発明によれば、補強体は、第１面接合部がフレーム本体の
長手方向に離間して複数設けられるとともに第２面接合部がフレーム本体の長手方向に離
間して複数設けられるように形成されていることにより、第１面接合部及び第２面接合部
がフレーム本体の長手方向に連続して設けられる場合に比べて、重量の増加を抑制するこ
とができ、前記効果をより有効に奏することができる。
【００１８】
　また更に、本願の請求項３に係る発明によれば、補強体は、第１面接合部を曲げモーメ
ントの回転軸方向にフレーム本体の第２面部に投影した領域において該第２面部と接合し
ないように設けられるとともに、第２面接合部を曲げモーメントの回転軸方向にフレーム
本体の第１面部に投影した領域において該第１面部と接合しないように設けられているこ
とにより、前記効果をより具体的に実現することができる。
【００１９】
　また更に、本願の請求項４に係る発明によれば、補強体は、フレーム本体の長手方向と
直交する直交断面においてＳ字状に形成されるＳ字状部と、前記直交断面において逆Ｓ字
状に形成される逆Ｓ字状部と、フレーム本体の長手方向と直交する直交断面方向に延びる
隔壁部とを備え、Ｓ字状部と逆Ｓ字状部とが、フレーム本体の長手方向に隔壁部を介して
交互に配置されていることにより、車体にねじり荷重が作用した時にフレーム本体の曲げ
変形をさらに抑制することができ、前記効果をより有効に奏することができる。
【００２０】
　また更に、本願の請求項５に係る発明によれば、第１の連結部は、第１面部から第２面
部に向かうにつれて第１の第３面接合部との離間距離が大きくなるように形成されるとと
もに第２面部から第１面部に向かうにつれて第２の第３面接合部との離間距離が大きくな
るように形成され、第２の連結部は、第２面部から第１面部に向かうにつれて第１の第３
面接合部との離間距離が大きくなるように形成されるとともに第１面部から第２面部に向
かうにつれて第２の第３面接合部との離間距離が大きくなるように形成されていることに
より、補強体を、例えば射出成形によって成形する場合など成形型を用いて成形する場合
に、成形時の型抜きを容易に行うことができ、前記効果をより有効に奏することができる
。
【００２１】
　また更に、本願の請求項６に係る発明によれば、フレーム本体の第１面部及び第２面部
が、サイドシルの車幅方向と直交する方向に延びる両側の側面部であり、フレーム本体の
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両側の第３面部が、サイドシルの上面部及び下面部である。
【００２２】
　これにより、サイドシルの上面部及び下面部、サイドシルの両側の側面部の上面部との
間の角部近傍、サイドシルの両側の側面部の下面部との間の角部近傍を効果的に補強する
ことができ、車体にねじり荷重が作用した時にサイドシルの曲げ変形を抑制することがで
き、重量の増加を抑制しつつ車体のねじり剛性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の実施形態に係る車両用フレーム構造を適用したサイドシルを示す斜視図
である。
【図２】図１に示すサイドシルの分解斜視図である。
【図３】図１に示すサイドシルに内蔵した補強体を示す斜視図である。
【図４】図３に示す補強体をＹ４ａ－Ｙ４ａ線及びＹ４ｂ－Ｙ４ｂ線に沿った断面で切断
した図である。
【図５】図１におけるＹ５－Ｙ５線に沿った断面図である。
【図６】図１におけるＹ６－Ｙ６線に沿ったサイドシルの断面図である。
【図７】図１におけるＹ７－Ｙ７線に沿ったサイドシルの断面図である。
【図８】図１におけるＹ８－Ｙ８線に沿ったサイドシルの断面図である。
【図９】本発明の実施形態に係る車両用フレーム構造を適用したピラーの断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明の実施形態について添付図面を参照しながら説明する。なお、以下の説明
では、「上」、「下」、「右」、「左」及びそれらの用語を含む別の用語など特定の方向
を意味する用語を使用するが、それらの使用は図面を参照した発明の理解を容易にするた
めであって、それらの用語の意味によって本発明の技術的範囲が限定されるものではない
。
【００２５】
　本願発明者等は、重量の増加を抑制しつつ車体のねじり剛性を向上させることができる
車両用フレーム構造の開発に当たり、先ず、略矩形閉断面状に形成されたフレーム本体を
有するとともに該フレーム本体に補強体を内蔵したサイドシルを備えた車体にねじり荷重
を作用させた場合について、補強体のフレーム本体との接合部位についての構造最適化解
析を行った。
【００２６】
　そして、前記最適化解析の結果より、車体にねじり荷重を作用させた場合、サイドシル
には曲げモーメントの回転軸が車幅方向となるように曲げモーメントが生じ、補強体は、
曲げモーメントの回転軸と略直交する方向に延びる両側の側面部の間に位置する上面部及
び下面部に対向する部分において接合することがサイドシルの曲げ変形抑制及び車体のね
じり剛性向上に最も大きく寄与し、次に上面部及び下面部に連続して上面部及び下面部と
の間の角部近傍における両側の側面部に対向する部分において接合することがサイドシル
の曲げ変形抑制及び車体のねじり剛性向上に大きく寄与することを見出した。
【００２７】
　かかる解析結果から、補強体は、曲げモーメントの回転軸と略直交する方向に延び、互
いに離間して配置されるフレーム本体の第１面部及び第２面部（両側の側面部）との間に
位置し、該第１面部と該第２面部との間でそれぞれ角部を形成するフレーム本体の両側の
第３面部（上面部及び下面部）に対向する部分において接合するとともに、第３面接合部
に連続してフレーム本体の第３面部と第１面部及び第２面部との間の角部における第１面
部側及び第２面部側に対向する部分において接合することにより、サイドシルの曲げ変形
を抑制して車体のねじり剛性を向上させることができると考えられる。
【００２８】
　以下、本発明の実施形態に係る車両用フレーム構造について説明する。
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　図１は、本発明の実施形態に係る車両用フレーム構造を適用したサイドシルを示す斜視
図、図２は、図１に示すサイドシルの分解斜視図、図３は、図１に示すサイドシルに内蔵
した補強体を示す斜視図、図４は、図３に示す補強体をＹ４ａ－Ｙ４ａ線及びＹ４ｂ－Ｙ
４ｂ線に沿った断面で切断した図であり、図４（ａ）は、Ｙ４ａ－Ｙ４ａ線に沿った断面
で切断した図、図４（ｂ）は、Ｙ４ｂ－Ｙ４ｂ線に沿った断面で切断した図、図５は、図
１におけるＹ５－Ｙ５線に沿った断面図、図６は、図１におけるＹ６－Ｙ６線に沿ったサ
イドシルの断面図、図７は、図１におけるＹ７－Ｙ７線に沿ったサイドシルの断面図、図
８は、図１におけるＹ８－Ｙ８線に沿ったサイドシルの断面図である。なお、図２では、
サイドシルに内蔵した補強体を省略して示している。
【００２９】
　図１に示すように、本発明の実施形態に係る車両用フレーム構造を適用したサイドシル
１は、車体下部において車体前後方向に延びるように配設されるものであり、該サイドシ
ル１の車体前方側がヒンジピラー２０に結合され、ヒンジピラー２０との結合部２５及び
該結合部２５近傍において補強体３０が内蔵されている。
【００３０】
　サイドシル１は、閉断面状に形成されたフレーム本体１０を有し、フレーム本体１０は
、車体の内面の一部を構成して車体前後方向に延びるサイドシルインナ１１と、車体の外
面の一部を構成して車体前後方向に延びるサイドシルアウタ１２とによって閉断面状に形
成されている。
【００３１】
　具体的には、サイドシルインナ１１は、図６に示すように、略水平方向に延びる上面部
１１ａと、上面部１１ａに対向して上面部１１ａの下方に位置し、略水平方向に延びる下
面部１１ｂと、下面部１１ｂから上面部１１ａまで略垂直方向に延びる側面部１１ｃとを
備え、車幅方向内方側（図６では左側である車内側）に側面部１１ｃが膨出するようにし
て配設されている。
【００３２】
　サイドシルインナ１１にはまた、上面部１１ａの車幅方向外方端部に上面部１１ａから
上方へ延びる上フランジ部１１ｄが形成されるとともに、下面部１１ｂの車幅方向外方端
部に下面部１１ｂから下方へ延びる下フランジ部１１ｅが形成され、サイドシルインナ１
１は、断面略ハット状に形成されている。
【００３３】
　一方、サイドシルアウタ１２は、略水平方向に延びる上面部１２ａと、上面部１２ａに
対向して上面部１２ａの下方に位置し、略水平方向に延びる下面部１２ｂと、下面部１２
ｂから上面部１２ａまで略垂直方向に延びる側面部１２ｃとを備え、車幅方向外方側（図
６では右側である車外側）に側面部１２ｃが膨出するようにして配設されている。
【００３４】
　サイドシルアウタ１２もまた、上面部１２ａの車幅方向内方端部に上面部１２ａから上
方へ延びる上フランジ部１２ｄが形成されるとともに、下面部１２ｂの車幅方向内方端部
に下面部１２ｂから下方へ延びる下フランジ部１２ｅが形成され、サイドシルアウタ１２
は、断面略ハット状に形成されている。
【００３５】
　そして、サイドシルインナ１１とサイドシルアウタ１２とは、上フランジ部１１ｄ、１
２ｄどうしが接合されるとともに下フランジ部１１ｅ、１２ｅどうしが接合され、これに
より、フレーム本体１０は、閉断面状に形成されている。なお、サイドシルインナ１１と
サイドシルアウタ１２とはそれぞれ、鋼板などの金属製の板状素材をプレス加工して形成
することができる。
【００３６】
　このようにして形成されるフレーム本体１０には、サイドシルインナ１１の上面部１１
ａ及び側面部１１ｃによってそれらの間に角部１０ａが形成され、サイドシルインナ１１
の下面部１１ｂ及び側面部１１ｃによってそれらの間に角部１０ｂが形成され、サイドシ
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ルアウタ１２の上面部１２ａ及び側面部１２ｃによってそれらの間に角部１０ｃが形成さ
れ、サイドシルアウタ１２の下面部１２ｂ及び側面部１２ｃによってそれらの間に角部１
０ｄが形成され、フレーム本体１０は略矩形閉断面状に形成されている。
【００３７】
　前述したように、フレーム本体１０を有するサイドシル１においては、走行時に車輪を
懸架するサスペンション装置と車体との取付部から車体に入力されるねじり荷重が伝達さ
れ、曲げモーメントの回転軸が車幅方向となるように曲げモーメントが生じることとなる
。
【００３８】
　すなわち、フレーム本体１０では、車体にねじり荷重が作用した時に曲げモーメントが
生じ、フレーム本体１０は、互いに離間して配設され、曲げモーメントの回転軸Ｍ方向と
略直交する方向に延びるサイドシルインナ１１の側面部１１ｃ及びサイドシルアウタ１２
の側面部１２ｃと、側面部１１ｃと１２ｃとの間に位置し、側面部１１ｃと１２ｃとの間
でそれぞれ角部１０ａ、１０ｃ及び１０ｂ、１０ｄを形成するサイドシルインナ１１の上
面部１１ａ、サイドシルアウタ１２の上面部１２ａ及びサイドシルインナ１１の下面部１
１ｂ、サイドシルアウタ１２の下面部１２ｂを有している。
【００３９】
　以下では、適宜、サイドシルインナ１１の側面部１１ｃをフレーム本体１０の第１面部
１１ｃとして表し、サイドシルアウタ１２の側面部１２ｃをフレーム本体１０の第２面部
１２ｃとして表し、サイドシルインナ１１の上面部１１ａ、サイドシルアウタ１２の上面
部１２ａをフレーム本体１０の一方の第３面部１１ａ、１２ａとして表し、サイドシルイ
ンナ１１の下面部１１ｂ、サイドシルアウタ１２の下面部１２ｂをフレーム本体１０の他
方の第３面部１１ｂ、１２ｂとして表す。
【００４０】
　なお、フレーム本体１０の第１面部１１ｃ及び第２面部１２ｃは、サイドシル１の車幅
方向と直交する方向に延びる両側の側面部であり、第１面部１１ｃが車幅方向内方側の側
面部であり、第２面部１２ｃが車幅方向外方側の側面部であり、フレーム本体１０の両側
の第３面部１１ａ、１２ａ及び１１ｂ、１２ｂは、サイドシル１の上面部及び下面部であ
り、一方の第３面部１１ａ、１２ａが上面部であり、他方の第３面部１１ｂ、１２ｂが下
面部である。
【００４１】
　また、サイドシル１に結合されるヒンジピラー２０は、図示しないフロントピラーに結
合され、走行時に、車輪を懸架するサスペンション装置と車体との取付部から車体に入力
されるねじり荷重が伝達されるとともに該荷重をサイドシル１に伝達することができるよ
うになっている。
【００４２】
　ヒンジピラー２０は、図１に示すように、側面視で略Ｌ字状に形成され、車幅方向外方
側に位置するヒンジピラーアウタ２１と、車幅方向内方側に位置するヒンジピラーインナ
２２とによって閉断面状に形成されている。
【００４３】
　また、ヒンジピラー２０は、サイドシル１との結合部２５では、図２及び図５に示すよ
うに、ヒンジピラーインナ２２の下部２２ａがサイドシル１内に、具体的にはサイドシル
インナ１１とサイドシルアウタ１２との間に延びるとともにサイドシルアウタ１２の車外
側にヒンジピラーアウタ２１が配設されるように設けられている。
【００４４】
　このように、サイドシル１とヒンジピラー２０との結合部２５では、ヒンジピラーイン
ナ２２が、サイドシルインナ１１とサイドシルアウタ１２とによって形成される閉断面部
Ｓ１を車外側と車内側に区切るように配設されることにより、サイドシルインナ１１とヒ
ンジピラーインナ２２によって略断面矩形状の閉断面部Ｓ２が形成されるとともに、サイ
ドシルアウタ１２とヒンジピラーインナ２２によって略断面矩形状の閉断面部Ｓ３が形成
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されている。
【００４５】
　なお、図２及び図５に示すように、サイドシルアウタ１２の側面部１２ｃの車体前方側
では車体上下方向の長さが短く形成され、閉断面部Ｓ３は、具体的にはサイドシルアウタ
１２及びヒンジピラーアウタ２１とヒンジピラーインナ２２とによって閉断面状に形成さ
れている。
【００４６】
　本実施形態ではまた、フレーム本体１０に該フレーム本体１０を補強するための補強体
３０が内蔵されている。補強体３０は、図４に示すように、フレーム本体１０の長手方向
と直交する直交断面においてＳ字状に形成される板状のＳ字状部３１と、前記直交断面に
おいて逆Ｓ字状に形成される板状の逆Ｓ字状部３２と、フレーム本体１０の長手方向と直
交する直交断面方向である車幅方向に延びる板状の隔壁部３３とを有している。
【００４７】
　Ｓ字状部３１は、図４（ａ）及び図６に示すように、フレーム本体１０の一方の第３面
部１１ａ、１２ａに略沿って車幅方向に延在し、接着材２７を介して第３面部１１ａ、１
２ａに当接して接合される第３面接合部（第１の第３面接合部）３１ａと、第３面接合部
３１ａの車幅方向内方端部からフレーム本体１０の角部１０ａにおける第１面部１１ｃ側
に略沿って下方へ延び、第３面接合部３１ａに連続して接着材２７を介してフレーム本体
１０の角部１０ａにおける第１面部１１ｃ側に当接して接合される第１面接合部（第１の
第１面接合部）３１ｂを有している。
【００４８】
　また、Ｓ字状部３１は、フレーム本体１０の他方の第３面部１１ｂ、１２ｂに略沿って
車幅方向に延在し、接着材２７を介して第３面部１１ｂ、１２ｂに当接して接合される第
３面接合部（第２の第３面接合部）３１ｃと、第３面接合部３１ｃの車幅方向外方端部か
らフレーム本体１０の角部１０ｄにおける第２面部１２ｃ側に略沿って上方へ延び、第３
面接合部３１ｃに連続して接着材２７を介してフレーム本体１０の角部１０ｄにおける第
２面部１２ｃ側に当接して接合される第２面接合部（第２の第２面接合部）３１ｄを有し
ている。
【００４９】
　さらに、Ｓ字状部３１は、第１面接合部３１ｂと第２面接合部３１ｄとを連結する第１
の連結部３１ｅを有している。第１の連結部３１ｅは、車内側から車外側に向かうにつれ
て下方側へ傾斜し、車内側から車外側に向かうにつれて第３面接合部３１ａとの離間距離
が大きくなるように形成されるとともに車外側から車内側に向かうにつれて第３面接合部
３１ｃとの離間距離が大きくなるように形成されている。
【００５０】
　Ｓ字状部３１はまた、フレーム本体１０の第１面部１１ｃと当接しない第１面非当接部
３１ｆと、フレーム本体１０の第２面部１２ｃと当接しない第２面非当接部３１ｇとを有
している。
【００５１】
　一方、逆Ｓ字状部３２は、図４（ｂ）及び図７に示すように、フレーム本体１０の一方
の第３面部１１ａ、１２ａに略沿って車幅方向に延在し、接着材２７を介して第３面部１
１ａ、１２ａに当接して接合される第３面接合部（第１の第３面接合部）３２ａと、第３
面接合部３２ａの車幅方向外方端部からフレーム本体１０の角部１０ｃにおける第２面部
１２ｃ側に略沿って下方へ延び、第３面接合部３２ａに連続して接着材２７を介してフレ
ーム本体１０の角部１０ｃにおける第２面部１２ｃ側に当接して接合される第２面接合部
（第１の第２面接合部）３２ｂを有している。
【００５２】
　また、逆Ｓ字状部３２は、フレーム本体１０の他方の第３面部１１ｂ、１２ｂに略沿っ
て車幅方向に延在し、接着材２７を介して第３面部１１ｂ、１２ｂに当接して接合される
第３面接合部（第２の第３面接合部）３２ｃと、第３面接合部３２ｃの車幅方向内方端部
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からフレーム本体１０の角部１０ｂにおける第１面部１１ｃ側に略沿って上方へ延び、第
３面接合部３２ｃに連続して接着材２７を介してフレーム本体１０の角部１０ｂにおける
第１面部１１ｃ側に当接して接合される第１面接合部（第２の第１面接合部）３２ｄを有
している。
【００５３】
　さらに、逆Ｓ字状部３２は、第１面接合部３２ｄと第２面接合部３２ｂとを連結する第
２の連結部３２ｅを有している。第２の連結部３２ｅは、車外側から車内側に向かうにつ
れて下方側へ傾斜し、車外側から車内側に向かうにつれて第３面接合部３２ａとの離間距
離が大きくなるように形成されるとともに車内側から車外側に向かうにつれて第３面接合
部３２ｃとの離間距離が大きくなるように形成されている。
【００５４】
　逆Ｓ字状部３２はまた、フレーム本体１０の第１面部１１ｃと当接しない第１面非当接
部３２ｆと、フレーム本体１０の第２面部１２ｃと当接しない第２面非当接部３２ｇとを
有している。
【００５５】
　また、隔壁部３３は、図４及び図８に示すように、フレーム本体１０の内面形状に対応
した外形形状を有し、フレーム本体１０の長手方向と直交する直交断面方向に延びるよう
に形成されている。なお、図４では、Ｓ字状部３１、逆Ｓ字状部３２及び隔壁部３３を明
瞭に図示するために、二点鎖線によって分離して示している。
【００５６】
　補強体３０は、このようにして形成されるＳ字状部３１、逆Ｓ字状部３２及び隔壁部３
３をそれぞれ複数有しており、Ｓ字状部３１と逆Ｓ字状部３２とが、フレーム本体１０の
長手方向である車体前後方向に隔壁部３３を介して交互に配置されている。また、補強体
３０では、Ｓ字状部３１、逆Ｓ字状部３２及び隔壁部３３が一体的に成形されている。な
お、補強体３０は、樹脂材料を射出成形等によって成形して得ることができる。
【００５７】
　このようにして、補強体３０では、第１面接合部３１ｂ、３２ｄがフレーム本体１０の
長手方向に離間して複数設けられるとともに第２面接合部３１ｄ、３２ｂがフレーム本体
１０の長手方向に離間して複数設けられるように形成されている。これにより、第１面接
合部３１ｂ、３２ｄ及び第２面接合部３１ｄ、３２ｂがフレーム本体１０の長手方向に連
続して設けられる場合に比べて、重量の増加を抑制することができる。
【００５８】
　また、補強体３０では、第１の第１面接合部３１ｂと第２の第１面接合部３２ｄとは、
フレーム本体１０の長手方向に重ならないように設けられるとともに、第１の第２面接合
部３２ｂと第２の第２面接合部３１ｄとが、フレーム本体１０の長手方向に重ならないよ
うに設けられている。
【００５９】
　さらに、補強体３０では、第１面接合部３１ｂ、３２ｄを曲げモーメントの回転軸Ｍ方
向にフレーム本体１０の第２面部１２ｃに投影した領域において第２面部１２ｃと接合し
ないように設けられるとともに、第２面接合部３１ｄ、３２ｂを曲げモーメントの回転軸
Ｍ方向にフレーム本体１０の第１面部１１ｃに投影した領域において第１面部１１ｃと接
合しないように設けられている。
【００６０】
　また、補強体３０では、第１の連結部３１ｅは、第１面部１１ｃから第２面部１２ｃに
向かうにつれて第１の第３面接合部３１ａとの離間距離が大きくなるように形成されると
ともに第２面部１２ｃから第１面部１１ｃに向かうにつれて第２の第３面接合部３１ｃと
の離間距離が大きくなるように形成され、第２の連結部３２ｅは、第２面部１２ｃから第
１面部１１ｃに向かうにつれて第１の第３面接合部３２ａとの離間距離が大きくなるよう
に形成されるとともに第１面部１１ｃから第２面部１２ｃに向かうにつれて第２の第３面
接合部３２ｃとの離間距離が大きくなるように形成されている。これにより、補強体３０
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を、例えば射出成形によって成形する場合など成形型を用いて成形する場合に、成形時の
型抜きを容易に行うことができる。
【００６１】
　なお、補強体３０において、第１面接合部３１ｂ、３２ｄは、車体上下方向におけるフ
レーム本体１０の第１面部１１ｃの長さの三分の一以上の長さで第１面部１１ｃと接合さ
れることが好ましく、第２面接合部３１ｄ、３２ｂは、車体上下方向におけるフレーム本
体１０の第２面部１２ｃの長さの三分の一以上の長さで第２面部１２ｃと接合されること
が好ましい。
【００６２】
　補強体３０はまた、図１及び図３に示すように、サイドシル１とヒンジピラー２０との
結合部２５では、ヒンジピラーインナ２２によって分割して形成される車外側の閉断面部
Ｓ３内に配設されるように、車体前方側において車幅方向における長さが短く形成されて
いる。
【００６３】
　補強体３０は、車体前方側に配設される部分においても同様に、フレーム本体１０の長
手方向と直交する直交断面においてＳ字状に形成される板状のＳ字状部３１と、前記直交
断面において逆Ｓ字状に形成される板状の逆Ｓ字状部３２と、フレーム本体１０の長手方
向と直交する直交断面方向である車幅方向に延びる板状の隔壁部３３とを備え、Ｓ字状部
３１と逆Ｓ字状部３２とが、フレーム本体１０の長手方向である車体前後方向に隔壁部３
３を介して交互に配置されている。
【００６４】
　図５では、ヒンジピラー２０との結合部２５におけるサイドシル１に内蔵した補強体３
０の逆Ｓ字状部３２が示されているが、この図５に示すように、補強体３０の車体前方側
では、逆Ｓ字状部３２は、閉断面部Ｓ３内において、第３面接合部（第１の第３面接合部
）３２ａ、第２面接合部（第１の第２面接合部）３２ｂ、第３面接合部（第２の第３面接
合部）３２ｃ、第１面接合部（第２の第１面接合部）３２ｄ、及び第２の連結部３２ｅを
有し、フレーム本体１０の長手方向と直交する断面において逆Ｓ字状に形成されている。
【００６５】
　しかしながら、第１の第３面接合部３２ａがサイドシルアウタ１２の上面部１２ａに接
合され、第１の第２面接合部３２ｂがサイドシルアウタ１２の上面部１２ａと側面部１２
ｃとの角部１０ｃにおける側面部１２ｃ側に接合され、第２の第３面接合部３２ｃがヒン
ジピラーアウタ２１の略水平方向に延びる下面部２１ａに接合され、第２の第１面接合部
３２ｄがヒンジピラーアウタ２１の下面部２１ａとヒンジピラーインナ２２との角部にお
けるヒンジピラー２２側に接合されている。
【００６６】
　なお、図示されていないが、補強体３０の車体前方側においても、閉断面部Ｓ３内にお
いて、Ｓ字状部３１は、フレーム本体１０の長手方向と直交する断面においてＳ字状に形
成され、隔壁部３３は、フレーム本体１０の長手方向と直交する直交断面方向である車幅
方向に延びるように形成されている。
【００６７】
　このように、本実施形態に係る車両用フレーム構造では、フレーム本体１０は、互いに
離間して配設され、車体にねじり荷重が作用した時にフレーム本体１０に生じる曲げモー
メントの回転軸Ｍ方向と略直交する方向に延びる第１面部１１ｃ及び第２面部１２ｃと、
フレーム本体１０の第１面部１１ｃと第２面部１２ｃとの間に位置し、第１面部１１ｃと
第２面部１２ｃとの間でそれぞれ角部１０ａ、１０ｃ及び１０ｂ、１０ｄを形成する両側
の第３面部１１ａ、１２ａ及び１１ｂ、１２ｂとを有している。
【００６８】
　そして、フレーム本体１０に内蔵した補強体３０は、フレーム本体１０の両側の第３面
部１１ａ、１２ａ及び１１ｂ、１２ｂに沿って配設されて両側の第３面部１１ａ、１２ａ
及び１１ｂ、１２ｂにそれぞれ当接して接合される両側の第３面接合部３１ａ、３２ａ及
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び３１ｃ、３２ｃと、第３面接合部３１ａ、３２ｃに連続してフレーム本体１０の第３面
部１１ａ、１２ａ及び１１ｂ、１２ｂと第１面部１１ｃとの間の角部１０ａ及び１０ｂに
おける第１面部１１ｃ側に当接して接合される第１面接合部３１ｂ、３２ｄと、フレーム
本体１０の第１面部１１ｃと当接しない第１面非当接部３１ｆ、３２ｆと、第３面接合部
３１ｃ、３２ａに連続してフレーム本体１０の第３面部１１ａ、１２ａ及び１１ｂ、１２
ｂと第２面部１２ｃとの間の角部１０ｃ及び１０ｄにおける第２面部１２ｃ側に当接して
接合される第２面接合部３１ｄ、３２ｂと、フレーム本体１０の第２面部１２ｃと当接し
ない第２面非当接部３１ｇ、３２ｇとを有している。
【００６９】
　これにより、車体にねじり荷重が作用した時にフレーム本体１０に生じる曲げモーメン
トの回転軸Ｍ方向と略直交する方向に延びるフレーム本体１０の第１面部１１ｃ及び第２
面部１２ｃとの間に位置する両側の第３面部１１ａ、１２ａ及び１１ｂ、１２ｂ、第１面
部１１ｃの第３面部１１ａ、１２ａ及び１１ｂ、１２ｂとの間の角部１０ａ及び１０ｂ近
傍、及び第２面部１２ｃの第３面部１１ａ、１２ａ及び１１ｂ、１２ｂとの間の角部１０
ｃ及び１０ｄ近傍を効果的に補強することができ、車体にねじり荷重が作用した時にフレ
ーム本体１０の曲げ変形を抑制することができ、重量の増加を抑制しつつ車体のねじり剛
性を向上させることができる。
【００７０】
　また、補強体３０は、フレーム本体１０の長手方向と直交する直交断面においてＳ字状
に形成されるＳ字状部３１と、前記直交断面において逆Ｓ字状に形成される逆Ｓ字状部３
２と、フレーム本体１０の長手方向と直交する直交断面方向に延びる隔壁部３３とを備え
、Ｓ字状部３１と逆Ｓ字状部３２とが、フレーム本体１０の長手方向に隔壁部３３を介し
て交互に配置されていることにより、車体にねじり荷重が作用した時にフレーム本体１０
の曲げ変形をさらに抑制することができ、前記効果をより有効に奏することができる。
【００７１】
　本実施形態では、フレーム本体１０の第１面部１１ｃ及び第２面部１２ｃが、サイドシ
ル１の車幅方向と直交する方向に延びる両側の側面部１１ｃ、１２ｃであり、フレーム本
体１０の両側の第３面部１１ａ、１２ａ及び１１ｂ、１２ｂが、サイドシル１の上面部１
１ａ、１２ａ及び下面部１１ｂ、１２ｂである。
【００７２】
　これにより、サイドシル１の上面部１１ａ、１２ａ及び下面部１１ｂ、１２ｂ、サイド
シル１の両側の側面部１１ｃ、１２ｃの上面部１１ａ、１２ａとの間の角部１０ａ、１０
ｃ近傍、サイドシル１の両側の側面部１１ｃ、１２ｃの下面部１１ｂ、１２ｂとの間の角
部１０ｂ、１０ｄ近傍を効果的に補強することができ、車体にねじり荷重が作用した時に
サイドシル１の曲げ変形を抑制することができ、重量の増加を抑制しつつ車体のねじり剛
性を向上させることができる。
【００７３】
　図９は、本発明の実施形態に係る車両用フレーム構造を適用したピラーの断面図である
。本発明の実施形態に係る車両用フレーム構造を適用した車体フレームとしてのピラー４
１は、サイドシル１に結合されるとともに車体上下方向に延びるものであり、図９に示す
ように、補強体６０が内蔵されている。
【００７４】
　ピラー４１は、閉断面状に形成されたフレーム本体５０を有し、フレーム本体５０は、
車体の外面の一部を構成して車体上下方向に延びるピラーアウタ５１と、車体の内面の一
部を構成して車体上下方向に延びるピラーインナ５２とによって閉断面状に形成されてい
る。
【００７５】
　ピラーアウタ５１は、底面部５１ａと、底面部５１ａの両側の側面部、具体的には車体
後方側の側面部５１ｂ及び車体前方側の側面部５１ｃと、側面部５１ｂ、５１ｃから延び
るフランジ部５１ｄ、５１ｅとを備えて断面ハット状に形成され、ピラーインナ５２もま
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た、底面部５２ａと、底面部５２ａの両側の側面部、具体的には車体後方側の側面部５２
ｂ及び車体前方側の側面部５２ｃと、側面部５２ｂ、５２ｃから延びるフランジ部５２ｄ
、５２ｅとを備えて断面ハット状に形成されている。そして、ピラーアウタ５１とピラー
インナ５２のフランジ部５１ｄ、５２ｄ、５１ｅ、５２ｅどうしが接合されることにより
、ピラー４１は、略矩形閉断面状に形成されている。
【００７６】
　本発明の実施形態に係る車両用フレーム構造を適用したピラー４１においても、走行時
に車輪を懸架するサスペンション装置と車体との取付部から車体に入力されるねじり荷重
が伝達され、曲げモーメントの回転軸Ｍが車幅方向となるように曲げモーメントが生じる
こととなる。
【００７７】
　すなわち、フレーム本体５０には、車体にねじり荷重が作用した時に曲げモーメントが
生じ、フレーム本体５０は、互いに離間して配設され、曲げモーメントの回転軸Ｍ方向と
略直交する方向に延びるピラーインナ５１の底面部５１ａ及びピラーアウタ５２の底面部
５２ａと、底面部５１ａと５２ａとの間に位置し、底面部５１ａと５２ａとの間でそれぞ
れ角部５０ａ、５０ｂ、５０ｃ、５０ｄを形成するピラーインナ５１の側面部５１ｂ、ピ
ラーアウタ５２の側面部５２ｂ及びピラーインナ５１の側面部５１ｃ、ピラーアウタ５２
の側面部５２ｃを有している。
【００７８】
　以下では、適宜、ピラーインナ５１の底面部５１ａをフレーム本体５０の第１面部５１
ａとして表し、ピラーアウタ５２の底面部５２ａをフレーム本体５０の第２面部５２ａと
して表し、ピラーインナ５１の側面部５１ｂ及びピラーアウタ５２の側面部５２ｂをフレ
ーム本体５０の一方の第３面部５１ｂ、５２ｂとして表し、ピラーインナ５１の側面部５
１ｃ、ピラーアウタ５２の側面部５２ｃをフレーム本体５０の他方の第３面部５１ｃ、５
２ｃとして表す。
【００７９】
　ピラー４１においても、補強体６０は、補強体３０と同様に、フレーム本体５０の両側
の第３面部５１ｂ、５２ｂ及び５１ｃ、５２ｃに沿って配設されて両側の第３面部５１ｂ
、５２ｂ及び５１ｃ、５２ｃにそれぞれ当接して接合される両側の第３面接合部と、該第
３面接合部に連続してフレーム本体５０の角部５０ａ及び５０ｂにおける第１面部５１ａ
側に当接して接合される第１面接合部と、フレーム本体５０の第１面部５１ａと当接しな
い第１面非当接部と、該第３面接合部に連続してフレーム本体５０の角部５０ｃ、５０ｄ
における第２面部５２ａ側に当接して接合される第２面接合部と、フレーム本体５０の第
２面部５２ａと当接しない第２面非当接部とを有している。
【００８０】
　また、補強体６０は、フレーム本体５０の長手方向と直交する直交断面においてＳ字状
に形成されるＳ字状部６１と、前記直交断面において逆Ｓ字状に形成される逆Ｓ字状部と
、フレーム本体５０の長手方向に直交する直交断面方向に延びる隔壁部とを備え、Ｓ字状
部６１と該逆Ｓ字状部とが、フレーム本体５０の長手方向に前記隔壁部を介して交互に配
置されている。
【００８１】
　図９では、補強体６０のＳ字状部６１が示されているが、この図９に示すように、Ｓ字
状部６１は、フレーム本体５０の一方の第３面部５１ｂ、５２ｂに接着材２７を介して当
接して接合される第３面接合部（第１の第３面接合部）６１ａと、第３面接合部６１ａに
連続して接着材２７を介してフレーム本体５０の角部５０ａにおける第１面部５１ａ側に
当接して接合される第１面接合部（第１の第１面接合部）６１ｂを有している。
【００８２】
　また、Ｓ字状部６１は、フレーム本体５０の他方の第３面部５１ｃ、５２ｃに接着材２
７を介して当接して接合される第３面接合部（第２の第３面接合部）６１ｃと、第３面接
合部６１ｃに連続して接着材２７を介してフレーム本体５０の角部５０ｄにおける第２面
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部５２ｃ側に当接して接合される第２面接合部（第２の第１面接合部）６１ｄを有してい
る。
【００８３】
　さらに、Ｓ字状部６１は、第１面接合部６１ｂと第２面接合部６１ｄとを連結する第１
の連結部６１ｅを有し、第１の連結部６１ｅは、車外側から車内側に向かうにつれて車体
前方側へ傾斜し、車外側から車内側に向かうにつれて第３面接合部６１ａとの離間距離が
大きくなるように形成されるとともに車内側から車外側に向かうにつれて第３面接合部６
１ｃとの離間距離が大きくなるように形成されている。
【００８４】
　Ｓ字状部６１はまた、フレーム本体５０の第１面部５１ａと当接しない第１面非当接部
６１ｆと、フレーム本体５０の第２面部５２ａと当接しない第２面非当接部６１ｇとを有
している。
【００８５】
　補強体６０の逆Ｓ字状部については、図示されていないが、フレーム本体５０の一方の
第３面部５１ｂ、５２ｂに接着材２７を介して接合される第３面接合部（第１の第３面接
合部）と、該第３面接合部に連続して接着材２７を介してフレーム本体５０の角部５０ｃ
における第２面部５２ａ側に接合される第２面接合部（第１の第２面接合部）を有してい
る。
【００８６】
　また、前記逆Ｓ字状部は、フレーム本体５０の他方の第３面部５１ｃ、５２ｃに接着材
２７を介して当接して接合される第３面接合部（第２の第３面接合部）と、該第３面接合
部に連続して接着材２７を介してフレーム本体５０の角部５０ｂにおける第１面部５１ａ
側に当接して接合される第１面接合部（第２の第１面接合部）を有している。
【００８７】
　さらに、前記逆Ｓ字状部は、前記第１面接合部と前記第２面接合部とを連結する第２の
連結部を有し、該第２の連結部は、車外側から車内側に向かうにつれて車体後方側へ傾斜
し、車外側から車内側に向かうにつれて前記第１の第３面接合部との離間距離が大きくな
るように形成されるとともに車内側から車外側に向かうにつれて前記第２の第３面接合部
との離間距離が大きくなるように形成されている。
【００８８】
　前記逆Ｓ字状部はまた、フレーム本体５０の第１面部５１ａと当接しない第１面非当接
部と、フレーム本体５０の第２面部５２ａと当接しない第２面非当接部とを有している。
【００８９】
　また、補強体６０の隔壁部についても、図示されていないが、フレーム本体５０の内面
形状に対応した外形形状を有し、フレーム本体５０の長手方向と直交する直交断面方向に
延びるように形成されている。
【００９０】
　このように、本実施形態に係る車両用フレーム構造を適用したピラー４１においても、
フレーム本体５０は、互いに離間して配設され、車体にねじり荷重が作用した時にフレー
ム本体５０に生じる曲げモーメントの回転軸Ｍ方向と略直交する方向に延びる第１面部５
１ａ及び第２面部５２ａと、フレーム本体５０の第１面部５１ａと第２面部５２ａとの間
に位置し、第１面部５１ａと第２面部５２ａとの間でそれぞれ角部５０ａ、５０ｃ及び５
０ｂ、５０ｄを形成する両側の第３面部５１ｂ、５２ｂ及び５１ｃ、５２ｃとを有してい
る。
【００９１】
　そして、フレーム本体５０に内蔵した補強体６０は、フレーム本体５０の両側の第３面
部５１ｂ、５２ｂ及び５１ｃ、５２ｃに沿って配設されて両側の第３面部５１ｂ、５２ｂ
及び５１ｃ、５２ｃにそれぞれ当接して接合される両側の第３面接合部６１ａ及び６１ｃ
と、第３面接合部６１ａ及び６１ｃに連続してフレーム本体５０の第３面部５１ｂ、５２
ｂ及び５１ｃ、５２ｃと第１面部５１ａとの間の角部５０ａ、５０ｂにおける第１面部５
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１ａ側に当接して接合される第１面接合部６１ｂと、フレーム本体５０の第１面部５１ａ
と当接しない第１面非当接部６１ｆと、第３面接合部６１ａ及び６１ｃに連続してフレー
ム本体５０の第３面部５１ｂ、５２ｂ及び５１ｃ、５２ｃと第２面部５２ａとの間の角部
５０ｃ及び５０ｄにおける第２面部５２ａ側に当接して接合される第２面接合部６１ｄと
、フレーム本体５０の第２面部５２ａと当接しない第２面非当接部６１ｇとを有している
。
【００９２】
　これにより、車体にねじり荷重が作用した時にフレーム本体５０に生じる曲げモーメン
トの回転軸Ｍ方向と略直交する方向に延びるフレーム本体５０の第１面部５１ａ及び第２
面部５２ａとの間に位置する両側の第３面部５１ｂ、５２ｂ及び５１ｃ、５２ｃ、第１面
部５１ａの第３面部５１ｂ、５２ｂ及び５１ｃ、５２ｃとの間の角部５０ａ及び５０ｂ近
傍、及び第２面部５２ａの第３面部５１ｂ、５２ｂ及び５１ｃ、５２ｃとの間の角部５０
ｃ及び５０ｄ近傍を効果的に補強することができ、車体にねじり荷重が作用した時にフレ
ーム本体５０の曲げ変形を抑制することができ、重量の増加を抑制しつつ車体のねじり剛
性を向上させることができる。
【００９３】
　また、補強体６０は、フレーム本体５０の長手方向と直交する直交断面においてＳ字状
に形成されるＳ字状部６１と、前記直交断面において逆Ｓ字状に形成される逆Ｓ字状部と
、フレーム本体５０の長手方向と直交する直交断面方向に延びる隔壁部とを備え、Ｓ字状
部６１と前記逆Ｓ字状部とが、フレーム本体５０の長手方向に前記隔壁部を介して交互に
配置されていることにより、車体にねじり荷重が作用した時にフレーム本体５０の曲げ変
形をさらに抑制することができ、前記効果をより有効に奏することができる。
【００９４】
　本発明は、例示された実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しな
い範囲において、種々の改良及び設計上の変更が可能であることは言うまでもない。
【産業上の利用可能性】
【００９５】
　本発明は、重量の増加を抑制しつつ車体のねじり剛性を向上させることができる車両用
フレーム構造を提供することができ、例えばサイドシルやピラーなどの車体の一部を構成
する車体フレームに広く利用される可能性がある。
【符号の説明】
【００９６】
　１　サイドシル
　１０、５０　フレーム本体
　１１　サイドシルインナ
　１２　サイドシルアウタ
　３０、６０　補強体
　３１、６１　Ｓ字状部
　３１ａ、３１ｃ、３２ａ、３２ｃ、６１ａ、６１ｃ　第３面接合部
　３１ｂ、３２ｄ、６１ｂ　第１面接合部
　３１ｄ、３２ｂ、６１ｄ　第２面接合部
　３１ｅ、６１ｅ　第１の連結部
　３１ｆ、６１ｆ　第１面非当接部
　３１ｇ、６１ｇ　第２面非当接部
　３２　逆Ｓ字状部
　３２ｅ　第２の連結部
　３３　隔壁部
　４１　ピラー
　５１　ピラーインナ
　５２　ピラーアウタ
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　Ｍ　曲げモーメントの回転軸
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