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(57)【要約】
【課題】例えば、オフセット衝突や微小ラップ衝突が生
じた場合でも、サスペンションタワーの変形を抑制する
ことができる車体前部構造を提供することを目的とする
。
【解決手段】車体前部構造１０は、キャビン１６の車両
前側に形成されたエンジンコンパートメント１４におけ
る車両幅方向両側の側部にそれぞれ設けられた一対のサ
スペンションタワー１８と、キャビン１６の前部に設け
られ、車両幅方向に延在するインパネリインフォースメ
ント４６と、一対のサスペンションタワー１８の各々と
インパネリインフォースメント４６における車両幅方向
中央部４６Ａとを連結する一対の荷重伝達部６０と、を
備えている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　キャビンの車両前側に形成されたエンジンコンパートメントにおける車両幅方向両側の
側部にそれぞれ設けられた一対のサスペンションタワーと、
　前記キャビンの前部に設けられ、車両幅方向に延在するインパネリインフォースメント
と、
　前記一対のサスペンションタワーの各々と前記インパネリインフォースメントにおける
車両幅方向中央部とを連結する一対の荷重伝達部と、
　を備えた車体前部構造。
【請求項２】
　前記キャビンと前記エンジンコンパートメントとの境界部に設けられると共に、車両前
後方向に離間する前壁部及び後壁部を有するカウルを備え、
　前記荷重伝達部は、
　前記サスペンションタワーと前記前壁部とを連結するブレースと、
　前記前壁部と前記後壁部とを連結するバルクと、
　前記後壁部と前記インパネリインフォースメントにおける車両幅方向中央部とを連結す
る連結ブラケットと、
　を有している、
　請求項１に記載の車体前部構造。
【請求項３】
　前記バルクは、前記カウルと共に側断面視にて閉断面を形成している、
　請求項２に記載の車体前部構造。
【請求項４】
　前記荷重伝達部は、
　前記ブレースの後端部を前記前壁部に固定する前側取付ブラケットと、
　前記連結ブラケットの前端部を前記後壁部に固定する後側取付ブラケットと、
　を有している、
　請求項２又は請求項３に記載の車体前部構造。
【請求項５】
　前記キャビンと前記エンジンコンパートメントとを区画するダッシュパネルを備え、
　前記荷重伝達部は、
　前記サスペンションタワーと前記ダッシュパネルとを連結するブレースと、
　前記ダッシュパネルと前記インパネリインフォースメントにおける車両幅方向中央部と
を連結する連結ブラケットと、
　を有している、
　請求項１に記載の車体前部構造。
【請求項６】
　前記荷重伝達部は、
　前記サスペンションタワーから車両後側且つ車両幅方向内側に延びるブレースと、
　前記ブレースの後端部と前記インパネリインフォースメントにおける車両幅方向中央部
とを連結する連結ブラケットと、
　を有している、
　請求項１に記載の車体前部構造。
【請求項７】
　前記キャビンと前記エンジンコンパートメントとの境界部に設けられると共に、車両前
後方向に離間する前壁部及び後壁部を有するカウルを備え、
　前記ブレースは、前記前壁部及び前記後壁部を貫通している、
　請求項６に記載の車体前部構造。
【請求項８】
　前記キャビンと前記エンジンコンパートメントとを区画するダッシュパネルを備え、
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　前記ブレースは、前記ダッシュパネルを貫通している、
　請求項６に記載の車体前部構造。
【請求項９】
　前記一対の荷重伝達部は、平面視にてＶ字状を成している、
　請求項１～請求項８のいずれか一項に記載の車体前部構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車体前部構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、一対のサスペンションタワーの各々とカウルにおける車両幅方向中央部とを連結
する一対の連結部材を備えた車体前部構造が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－１２０４０２号公報
【特許文献２】特開２０１０－６２７５号公報
【特許文献３】特開２００６－１１１１６２号公報
【特許文献４】特開２０１１－１３１７３５号公報
【特許文献５】特開２００９－２３６１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　この車体前部構造では、一対の連結部材を介して一対のサスペンションタワーが剛性の
比較的に低いカウルに連結されているので、例えば、オフセット衝突や微小ラップ衝突が
生じた場合に、サスペンションタワーが十分な荷重を支えることができずに変形する可能
性がある。
【０００５】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであって、例えば、オフセット衝突や微小ラ
ップ衝突が生じた場合でも、サスペンションタワーの変形を抑制することができる車体前
部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】
【０００６】
　前記課題を解決するために、請求項１に記載の車体前部構造は、キャビンの車両前側に
形成されたエンジンコンパートメントにおける車両幅方向両側の側部にそれぞれ設けられ
た一対のサスペンションタワーと、前記キャビンの前部に設けられ、車両幅方向に延在す
るインパネリインフォースメントと、前記一対のサスペンションタワーの各々と前記イン
パネリインフォースメントにおける車両幅方向中央部とを連結する一対の荷重伝達部と、
を備えている。
【０００７】
　この車体前部構造によれば、一対のサスペンションタワーの各々は、一対の荷重伝達部
によって、インパネリインフォースメントにおける車両幅方向中央部と連結されている。
従って、例えば、オフセット衝突や微小ラップ衝突が生じた際にサスペンションタワーに
衝突荷重が入力された場合でも、このサスペンションタワーに入力された荷重を、荷重伝
達部を介してインパネリインフォースメントに伝達することができる。これにより、サス
ペンションタワーの変形を抑制することができる。
【０００８】
　請求項２に記載の車体前部構造は、請求項１に記載の車体前部構造において、前記キャ
ビンと前記エンジンコンパートメントとの境界部に設けられると共に、車両前後方向に離



(4) JP 2014-31106 A 2014.2.20

10

20

30

40

50

間する前壁部及び後壁部を有するカウルを備え、前記荷重伝達部が、前記サスペンション
タワーと前記前壁部とを連結するブレースと、前記前壁部と前記後壁部とを連結するバル
クと、前記後壁部と前記インパネリインフォースメントにおける車両幅方向中央部とを連
結する連結ブラケットとを有する構成とされている。
【０００９】
　この車体前部構造によれば、荷重伝達部は、ブレース及び連結ブラケットの他に、カウ
ルにおける前壁部と後壁部とを連結するバルクを有している。従って、ブレースがカウル
の前壁部及び後壁部を貫通していないので、荷重伝達部を車体に容易に組み付けることが
できる。
【００１０】
　請求項３に記載の車体前部構造は、請求項２に記載の車体前部構造において、前記バル
クが前記カウルと共に側断面視にて閉断面を形成する構成とされている。
【００１１】
　この車体前部構造によれば、バルクは、カウルと共に側断面視にて閉断面を形成してい
る。従って、このバルクの荷重伝達効率、ひいては、荷重伝達部の荷重伝達効率を向上さ
せることができる。
【００１２】
　請求項４に記載の車体前部構造は、請求項２又は請求項３に記載の車体前部構造におい
て、前記荷重伝達部が、前記ブレースの後端部を前記前壁部に固定する前側取付ブラケッ
トと、前記連結ブラケットの前端部を前記後壁部に固定する後側取付ブラケットとを有す
る構成とされている。
【００１３】
　この車体前部構造によれば、前側取付ブラケットを用いているので、この前側取付ブラ
ケットにより、ブレースの後端部をカウルの前壁部に容易に固定するこができる。同様に
、後側取付ブラケットを用いているので、この後側取付ブラケットにより、連結ブラケッ
トの前端部をカウルの後壁部に容易に固定することができる。これにより、車体前部構造
の組み立てが容易となる。
【００１４】
　請求項５に記載の車体前部構造は、請求項１に記載の車体前部構造において、前記キャ
ビンと前記エンジンコンパートメントとを区画するダッシュパネルを備え、前記荷重伝達
部が、前記サスペンションタワーと前記ダッシュパネルとを連結するブレースと、前記ダ
ッシュパネルと前記インパネリインフォースメントにおける車両幅方向中央部とを連結す
る連結ブラケットとを有する構成とされている。
【００１５】
　この車体前部構造によれば、荷重伝達部は、ブレース及び連結ブラケットを有する簡素
な構成とされているので、部品点数の増加を抑制することができる。しかも、ブレースが
ダッシュパネルを貫通していないので、荷重伝達部を車体に容易に組み付けることができ
る。
【００１６】
　請求項６に記載の車体前部構造は、請求項１に記載の車体前部構造において、前記荷重
伝達部が、前記サスペンションタワーから車両後側且つ車両幅方向内側に延びるブレース
と、前記ブレースの後端部と前記インパネリインフォースメントにおける車両幅方向中央
部とを連結する連結ブラケットとを有する構成とされている。
【００１７】
　この車体前部構造によれば、荷重伝達部は、ブレース及び連結ブラケットを有する簡素
な構成とされているので、部品点数の増加を抑制することができる。
【００１８】
　請求項７に記載の車体前部構造は、請求項６に記載の車体前部構造において、前記キャ
ビンと前記エンジンコンパートメントとの境界部に設けられると共に、車両前後方向に離
間する前壁部及び後壁部を有するカウルを備え、前記ブレースが前記前壁部及び前記後壁
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部を貫通する構成とされている。
【００１９】
　この車体前部構造によれば、ブレースは、カウルにおける前壁部及び後壁部を貫通して
いる。従って、このブレースを直線状に形成することができるので（カウルにおける前壁
部及び後壁部を迂回する形状とする必要が無いので）、このブレースの荷重伝達効率、ひ
いては、荷重伝達部の荷重伝達効率を向上させることができる。
【００２０】
　請求項８に記載の車体前部構造は、請求項６に記載の車体前部構造において、前記キャ
ビンと前記エンジンコンパートメントとを区画するダッシュパネルを備え、前記ブレース
が前記ダッシュパネルを貫通する構成とされている。
【００２１】
　この車体前部構造によれば、ブレースは、ダッシュパネルを貫通している。従って、こ
のブレースを直線状に形成することができるので（ダッシュパネルを迂回する形状とする
必要が無いので）、このブレースの荷重伝達効率、ひいては、荷重伝達部の荷重伝達効率
を向上させることができる。
【００２２】
　請求項９に記載の車体前部構造は、請求項１～請求項８のいずれか一項に記載の車体前
部構造において、前記一対の荷重伝達部が平面視にてＶ字状を成す構成とされている。
【００２３】
　この車体前部構造によれば、一対の荷重伝達部は、平面視にてＶ字状を成している。従
って、この荷重伝達部によって、サスペンションタワーに作用した車両幅方向内側への荷
重をより効率的にインパネリインフォースメントに伝達することができる。
【発明の効果】
【００２４】
　以上詳述したように、本発明によれば、オフセット衝突や微小ラップ衝突が生じた場合
でも、サスペンションタワーの変形を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の第一実施形態に係る車体前部構造の平面図である。
【図２】図１に示される車体前部構造の要部拡大側断面図である。
【図３】本発明の第二実施形態に係る車体前部構造の要部拡大側断面図である。
【図４】本発明の第三実施形態に係る車体前部構造の要部拡大側断面図である。
【図５】本発明の第四実施形態に係る車体前部構造の要部拡大側断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　［第一実施形態］
　はじめに、図１，図２を参照しながら、本発明の第一実施形態を説明する。
【００２７】
　なお、以下に説明する各図において、矢印ＲＲ、矢印ＲＨ、矢印ＵＰは、車両前後方向
後側、車両幅方向外側（車両右側）、車両上下方向上側をそれぞれ示している。
【００２８】
　先ず、本発明の第一実施形態に係る車体前部構造１０の要部である荷重伝達部６０につ
いて説明する前に、荷重伝達部６０の周辺の構造について説明する。
【００２９】
　図１に示されるように、本発明の第一実施形態に係る車体前部構造１０が適用された車
体１２の前部には、エンジンやモータ等を含む図示しないパワーユニットを収容するため
のエンジンコンパートメント１４が形成されている。このエンジンコンパートメント１４
は、キャビン１６の車両前側に形成されている。このエンジンコンパートメント１４にお
ける車両幅方向両側の側部には、一対のサスペンションタワー１８がそれぞれ設けられて
いる。



(6) JP 2014-31106 A 2014.2.20

10

20

30

40

50

【００３０】
　この一対のサスペンションタワー１８は、図示しないサスペンション装置の上部を支持
するものであり、このサスペンション装置に備えられた図示しないサスペンションアーム
は、車両前後方向及び車両幅方向に延在する平面視にて概略四角枠状のフロントサスペン
ションメンバ２０によって支持される。このフロントサスペンションメンバ２０における
車両幅方向外側部は、車両前後方向に延びる一対のフロントサイドメンバ２２によって支
持されている。
【００３１】
　一対のフロントサイドメンバ２２の車両前側には、車両幅方向に延びるバンパリインフ
ォースメント２４が設けられている。このバンパリインフォースメント２４は、一対のク
ラッシュボックス２５を介して一対のフロントサイドメンバ２２の前端部に固定されてい
る。
【００３２】
　また、上述の一対のサスペンションタワー１８には、エンジンコンパートメント１４に
おける車両幅方向両側の側壁部を形成するエプロン２６がそれぞれ一体に設けられている
。各エプロン２６の下端部は、フロントサイドメンバ２２に結合されており、各エプロン
２６の上端部は、車両前後方向に延びるエプロンアッパメンバ２８に結合されている。
【００３３】
　一対のエプロンアッパメンバ２８の車両前側には、車両幅方向に延びるラジエータサポ
ート３０が設けられている。このラジエータサポート３０における車両幅方向両側の端部
は、一対のエプロンアッパメンバ２８の前端部にそれぞれ結合されている。また、このエ
プロンアッパメンバ２８の後端部は、車両幅方向に延びるカウル３２における車両幅方向
両側の端部とそれぞれ結合されている。このカウル３２は、キャビン１６とエンジンコン
パートメント１４との境界部に設けられている。
【００３４】
　このカウル３２は、図２に示されるように、車両上側に開口する断面ハット状に形成さ
れている。つまり、このカウル３２は、車両前後方向に離間する前壁部３４及び後壁部３
６と、この前壁部３４及び後壁部３６の下端部を連結する底壁部３８と、前壁部３４の上
端部から車両前側に延びる前側フランジ４０と、後壁部３６の上端部から車両後側に延び
る後側フランジ４２とを有している。
【００３５】
　このカウル３２の車両下側には、車両前後方向を板厚方向とするダッシュパネル４４が
設けられている。このダッシュパネル４４は、キャビン１６とエンジンコンパートメント
１４とを区画している。このダッシュパネル４４の上端部４４Ａは、上述のカウル３２の
前壁部３４における下端部に結合されている。
【００３６】
　このダッシュパネル４４の車両後側であって、キャビン１６の前部には、断面円形状の
インパネリインフォースメント４６（インストルメントパネルリインフォースメント）が
設けられている。このインパネリインフォースメント４６は、図１に示されるように、車
両幅方向に延在している。このインパネリインフォースメント４６における車両幅方向両
側の端部は、フロントピラー４８にそれぞれ結合されている。
【００３７】
　各フロントピラー４８は、車両上下方向に延びるピラーロア５０と、このピラーロア５
０の上端部から車両上側且つ車両後側に延びるピラーアッパ５２とを有している。各フロ
ントピラー４８におけるピラーロア５０とピラーアッパ５２との接続部分には、上述のエ
プロンアッパメンバ２８の後端部が結合されている。
【００３８】
　また、各ピラーロア５０の下端部には、車両前後方向に延びるロッカ５４の前端部が結
合されている。一対のロッカ５４は、キャビン１６の底部を形成するフロアパネル５６に
おける車両幅方向両側の端部とそれぞれ結合されている。フロアパネル５６における車両
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幅方向中央部には、車両上側に膨出するトンネル部５８が形成されており、一対のフロン
トサイドメンバ２２の後部２２Ａは、このトンネル部５８の車両幅方向外側においてフロ
アパネル５６と結合されている。
【００３９】
　続いて、本発明の第一実施形態に係る車体前部構造１０の要部である荷重伝達部６０に
ついて説明する。
【００４０】
　図１に示されるように、一対のサスペンションタワー１８の各々とインパネリインフォ
ースメント４６における車両幅方向中央部４６Ａとは、一対の荷重伝達部６０によって連
結されている。この一対の荷重伝達部６０は、互いに車両幅方向に対称に形成されている
。各荷重伝達部６０は、図２に示されるように、前側取付ブラケット６２、ブレース６４
、バルク６６、後側取付ブラケット６８、及び、連結ブラケット７０を有している。
【００４１】
　前側取付ブラケット６２は、結合壁部７２、支持壁部７４、上側フランジ７６、及び、
下側フランジ７８を有している。結合壁部７２は、上側フランジ７６の下端部から車両前
側且つ車両下側に延びており、支持壁部７４は、結合壁部７２の前端部と下側フランジ７
８の上端部とを連結している。
【００４２】
　上側フランジ７６は、カウル３２の前壁部３４における上部に車両前側から重ね合わさ
れた状態で溶接により結合されている。下側フランジ７８は、ダッシュパネル４４の上端
部４４Ａよりも車両上側においてカウル３２の前壁部３４における下部に車両前側から重
ね合わされた状態で溶接により結合されている。また、このようにしてカウル３２の前壁
部３４に結合された前側取付ブラケット６２は、カウル３２の前壁部３４と共に側断面視
にて閉断面８１を形成している。
【００４３】
　ブレース６４は、サスペンションタワー１８の上端部１８Ａ（図１参照）から車両後側
且つ車両幅方向内側に延びている。このブレース６４の前端部６４Ａは、サスペンション
タワー１８の上端部１８Ａ（いずれも図１参照）に結合されている。ブレース６４の後端
部６４Ｂは、車両後側に向かうに従って車両上側に向かうように傾斜されており、ボルト
８２及びナット８３により前側取付ブラケット６２の結合壁部７２に結合されている。そ
して、このブレース６４は、上述の前側取付ブラケット６２を介して、サスペンションタ
ワー１８の上端部１８Ａ（図１参照）とカウル３２の前壁部３４とを連結している。
【００４４】
　バルク６６は、カウル３２の前壁部３４と後壁部３６との間に配置されて、この前壁部
３４と後壁部３６とを連結している。このバルク６６は、車両前後方向に延びるバルク本
体部８４と、このバルク本体部８４の前端部及び後端部からそれぞれ車両上側に延びる前
側フランジ８６及び後側フランジ８８を有している。
【００４５】
　前側フランジ８６は、カウル３２の前壁部３４における上部に車両後側から重ね合わさ
れており、このカウル３２の前壁部３４及び上述の前側取付ブラケット６２の上側フラン
ジ７６と三枚重ねされた状態で溶接により結合されている。一方、後側フランジ８８は、
カウル３２の後壁部３６における上部に車両前側から重ね合わされており、このカウル３
２の後壁部３６及び後述の後側取付ブラケット６８の上側フランジ９６と三枚重ねされた
状態で溶接により結合されている。そして、このようにしてカウル３２と結合されたバル
ク６６は、カウル３２と共に側断面視にて閉断面９０を形成している。
【００４６】
　なお、前側取付ブラケット６２の上側フランジ７６とバルク６６の前側フランジ８６と
の間に介在されたカウル３２の前壁部３４を、荷重伝達部６０の一部として捉えることも
可能である。同様に、後側取付ブラケット６８の上側フランジ９６とバルク６６の後側フ
ランジ８８との間に介在されたカウル３２の後壁部３６を、荷重伝達部６０の一部として
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捉えることも可能である。
【００４７】
　後側取付ブラケット６８は、結合壁部９２、支持壁部９４、上側フランジ９６、及び、
下側フランジ９８を有している。結合壁部９２は、上側フランジ９６の下端部から車両後
側且つ車両下側に延びており、支持壁部９４は、結合壁部９２の後端部と下側フランジ９
８の後端部とを連結している。
【００４８】
　上側フランジ９６は、カウル３２の後壁部３６における上部に車両後側から重ね合わさ
れており、上述の如く、このカウル３２の後壁部３６における上部に溶接により結合され
ている。下側フランジ９８は、カウル３２の底壁部３８における後端部に車両下側から重
ね合わされた状態で溶接により結合されている。また、このようにしてカウル３２に結合
された前側取付ブラケット６２は、カウル３２の後壁部３６と共に側断面視にて閉断面１
０１を形成している。
【００４９】
　連結ブラケット７０は、後側取付ブラケット６８の結合壁部９２からインパネリインフ
ォースメント４６における車両幅方向中央部４６Ａの上面部４６Ａ１に向けて延びている
。連結ブラケット７０の後端部７０Ａは、インパネリインフォースメント４６の上面部４
６Ａ１に沿って湾曲されており、この上面部４６Ａ１に溶接により結合されている。連結
ブラケット７０の前端部７０Ｂは、車両前側に向かうに従って車両上側に向かうように傾
斜されており、ボルト１０２及びナット１０３により後側取付ブラケット６８の結合壁部
９２に結合されている。そして、この連結ブラケット７０は、上述の後側取付ブラケット
６８を介して、カウル３２の後壁部３６とインパネリインフォースメント４６における車
両幅方向中央部４６Ａとを連結している。
【００５０】
　また、上述のブレース６４、前側取付ブラケット６２、バルク６６、連結ブラケット７
０、及び、後側取付ブラケット６８は、図１に示されるように、平面視にてサスペンショ
ンタワー１８の上端部１８Ａとインパネリインフォースメント４６における車両幅方向中
央部４６Ａとを結ぶ線Ｌに沿って直線状に配置されている。そして、このように直線状に
配置されたブレース６４等をそれぞれ有する一対の荷重伝達部６０は、平面視にてＶ字状
を成している。なお、図１では、各荷重伝達部６０及びインパネリインフォースメント４
６が簡略化されて示されている。
【００５１】
　次に、本発明の第一実施形態の作用及び効果について説明する。
【００５２】
　以上詳述したように、本発明の第一実施形態に係る車体前部構造１０によれば、一対の
サスペンションタワー１８の各々は、一対の荷重伝達部６０によって、インパネリインフ
ォースメント４６における車両幅方向中央部４６Ａと連結されている。従って、例えば、
オフセット衝突や微小ラップ衝突が生じた際にサスペンションタワー１８に衝突荷重が入
力された場合でも、このサスペンションタワー１８に入力された荷重を、荷重伝達部６０
を介してインパネリインフォースメント４６に伝達することができる。これにより、サス
ペンションタワー１８の変形を抑制することができる。
【００５３】
　また、サスペンションタワー１８の変形を抑制することにより、サスペンションタワー
１８に作用する車両後側への荷重Ｆｘ、及び、車両幅方向内側への荷重Ｆｙが増加し、エ
ンジンコンパートメント１４におけるエネルギ吸収性を向上させることができる。なお、
荷重Ｆｘ，Ｆｙは、荷重伝達部６０に作用する軸荷重Ｆの分力である。また、微小ラップ
衝突時には、増加した荷重Ｆｙにより、衝突体（バリア）の横側をキャビン１６がすり抜
けるため、キャビン１６の変形を抑制することができる。
【００５４】
　また、一対の荷重伝達部６０は、平面視にてＶ字状を成している。従って、この荷重伝
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達部６０によって、サスペンションタワー１８に作用した車両幅方向内側への荷重をより
効率的にインパネリインフォースメント４６に伝達することができる。
【００５５】
　また、荷重伝達部６０は、図２に示されるように、ブレース６４及び連結ブラケット７
０の他に、カウル３２における前壁部３４と後壁部３６とを連結するバルク６６を有して
いる。従って、ブレース６４がカウル３２の前壁部３４及び後壁部３６を貫通していない
ので、荷重伝達部６０を車体に容易に組み付けることができる。
【００５６】
　しかも、このバルク６６は、カウル３２と共に側断面視にて閉断面９０を形成している
。従って、このバルク６６の荷重伝達効率、ひいては、荷重伝達部６０の荷重伝達効率を
向上させることができる。
【００５７】
　また、前側取付ブラケット６２を用いているので、この前側取付ブラケット６２により
、ブレース６４の後端部６４Ｂをカウル３２の前壁部３４に容易に固定するこができる。
同様に、後側取付ブラケット６８を用いているので、この後側取付ブラケット６８により
、連結ブラケット７０の前端部７０Ｂをカウル３２の後壁部３６に容易に固定することが
できる。これにより、車体前部構造１０の組み立てが容易となる。
【００５８】
　次に、本発明の第一実施形態の変形例について説明する。
【００５９】
　本発明の第一実施形態において、荷重伝達部６０は、前側取付ブラケット６２及び後側
取付ブラケット６８を有していたが、ブレース６４、バルク６６、及び、連結ブラケット
７０により構成されていていても良い。つまり、ブレース６４の後端部６４Ｂは、カウル
３２の前壁部３４に直接結合されていても良い。また、連結ブラケット７０の前端部７０
Ｂは、カウル３２の後壁部３６に直接結合されていても良い。
【００６０】
　また、後側取付ブラケット６８の下側フランジ９８は、カウル３２の底壁部３８におけ
る後端部に結合されていたが、カウル３２の後壁部３６における下端部に結合されていて
も良い。
【００６１】
　また、前側取付ブラケット６２及びブレース６４は、一体に形成されても良く、後側取
付ブラケット６８及び連結ブラケット７０も、一体に形成されても良い。また、バルク６
６は、前側取付ブラケット６２、ブレース６４、後側取付ブラケット６８、及び、連結ブ
ラケット７０のいずれかと一体に形成されても良い。
【００６２】
　また、左右のブレース６４、バルク６６、及び、連結ブラケット７０は、平面視にてＶ
字状を成していたが、バルク６６及び連結ブラケット７０は、車両前側が拡開するように
車両前後方向に対して傾斜する左右のブレース６４の後端部から車両前後方向に沿って車
両後側に直線状に延びていても良い。
【００６３】
　また、一対の荷重伝達部６０は、前側取付ブラケット６２、ブレース６４、バルク６６
、後側取付ブラケット６８、及び、連結ブラケット７０をそれぞれ有していたが、一対の
サスペンションタワー１８の各々とインパネリインフォースメント４６における車両幅方
向中央部４６Ａとを連結する構成であれば、その他の構成とされていても良い。
【００６４】
　［第二実施形態］
　次に、図３を参照しながら、本発明の第二実施形態を説明する。
【００６５】
　本発明の第二実施形態に係る車体前部構造１１０は、上述の本発明の第一実施形態に係
る車体前部構造１０（図１，図２参照）に対して、次のように構成が変更されている。
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【００６６】
　すなわち、インパネリインフォースメント４６は、カウル３２よりも車両下側に配置さ
れている。また、この車体前部構造１１０では、上述の第一実施形態における荷重伝達部
６０（図１，図２参照）の代わりに、荷重伝達部１２０が用いられている。
【００６７】
　この荷重伝達部１２０は、前側取付ブラケット６２、ブレース６４、後側取付ブラケッ
ト６８、及び、連結ブラケット７０を有している。この前側取付ブラケット６２、ブレー
ス６４、後側取付ブラケット６８、及び、連結ブラケット７０は、インパネリインフォー
スメント４６の位置に対応して、カウル３２よりも車両下側に配置されている。
【００６８】
　前側取付ブラケット６２の上側フランジ７６及び下側フランジ７８は、ダッシュパネル
４４における上端部４４Ａ側の部分４４Ｂに車両前側から重ね合わされた状態で溶接によ
り結合されている。そして、ブレース６４は、この前側取付ブラケット６２を介して、サ
スペンションタワー１８の上端部１８Ａ（図１参照）とダッシュパネル４４における上端
部４４Ａ側の部分４４Ｂとを連結している。また、上述のようにしてダッシュパネル４４
に結合された前側取付ブラケット６２は、このダッシュパネル４４と共に側断面視にて閉
断面１１１を形成している。
【００６９】
　後側取付ブラケット６８の上側フランジ９６及び下側フランジ９８は、ダッシュパネル
４４における上端部４４Ａ側の部分４４Ｂに車両後側から重ね合わされている。上側フラ
ンジ９６は、上述の前側取付ブラケット６２の上側フランジ７６、及び、ダッシュパネル
４４における上端部４４Ａ側の部分４４Ｂと三枚重ねされた状態で溶接により結合されて
いる。同様に、下側フランジ９８は、上述の前側取付ブラケット６２の下側フランジ７８
、及び、ダッシュパネル４４における上端部４４Ａ側の部分４４Ｂと三枚重ねされた状態
で溶接により結合されている。
【００７０】
　そして、連結ブラケット７０は、上述の後側取付ブラケット６８を介して、ダッシュパ
ネル４４における上端部４４Ａ側の部分４４Ｂとインパネリインフォースメント４６にお
ける車両幅方向中央部４６Ａとを連結している。また、上述のようにしてダッシュパネル
４４に結合された後側取付ブラケット６８は、このダッシュパネル４４と共に側断面視に
て閉断面１２１を形成している。
【００７１】
　なお、前側取付ブラケット６２と後側取付ブラケット６８との間に介在されたダッシュ
パネル４４における上端部４４Ａ側の部分４４Ｂを、荷重伝達部１２０の一部として捉え
ることも可能である。
【００７２】
　このように構成された第二実施形態に係る車体前部構造１１０によっても、例えば、オ
フセット衝突や微小ラップ衝突が生じた際にサスペンションタワー１８（図１参照）に衝
突荷重が入力された場合には、このサスペンションタワー１８に入力された荷重を、荷重
伝達部１２０を介してインパネリインフォースメント４６に伝達することができる。これ
により、サスペンションタワー１８の変形を抑制することができる。
【００７３】
　また、荷重伝達部１２０は、ブレース６４及び連結ブラケット７０を有する簡素な構成
とされているので、部品点数の増加を抑制することができる。しかも、ブレース６４がダ
ッシュパネル４４を貫通していないので、荷重伝達部１２０を車体に容易に組み付けるこ
とができる。
【００７４】
　また、上述の第一実施形態の場合と同様に、一方の荷重伝達部１２０は、他方の荷重伝
達部１２０と共に、平面視にてＶ字状を成している。従って、この荷重伝達部１２０によ
って、サスペンションタワー１８（図１参照）に作用した車両幅方向内側への荷重をより
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効率的にインパネリインフォースメント４６に伝達することができる。
【００７５】
　なお、本発明の第二実施形態においても、荷重伝達部１２０は、前側取付ブラケット６
２及び後側取付ブラケット６８が省かれた構成、すなわち、ブレース６４、バルク６６、
及び、連結ブラケット７０により構成されていていても良い。つまり、ブレース６４の後
端部６４Ｂは、ダッシュパネル４４における上端部４４Ａ側の部分４４Ｂに直接結合され
ていても良い。また、連結ブラケット７０の前端部７０Ｂは、ダッシュパネル４４におけ
る上端部４４Ａ側の部分４４Ｂに直接結合されていても良い。
【００７６】
　また、本発明の第二実施形態においても、前側取付ブラケット６２及びブレース６４は
、一体に形成されても良く、また、後側取付ブラケット６８及び連結ブラケット７０も、
一体に形成されても良い。
【００７７】
　［第三実施形態］
　次に、図４を参照しながら、本発明の第三実施形態を説明する。
【００７８】
　本発明の第三実施形態に係る車体前部構造１３０では、上述の第一実施形態における荷
重伝達部６０（図１，図２参照）の代わりに、荷重伝達部１４０が用いられている。この
荷重伝達部１４０は、上述の第一実施形態における荷重伝達部６０に対し、次のように構
成が変更されている。
【００７９】
　つまり、荷重伝達部１４０は、ブレース６４、及び、連結ブラケット７０を有している
。ブレース６４は、サスペンションタワー１８の上端部１８Ａ（図１参照）から車両後側
且つ車両幅方向内側に延びており、カウル３２の前壁部３４及び後壁部３６を貫通してい
る（この前壁部３４及び後壁部３６に形成された貫通孔１３２，１３４に挿通されている
）。
【００８０】
　このブレース６４の後端部６４Ｂは、カウル３２の後壁部３６よりも車両後側に位置し
ており、連結ブラケット７０の前端部７０Ｂとボルト１４２及びナット１４３により結合
されている。そして、連結ブラケット７０は、その前端部７０Ｂがブレース６４の後端部
６４Ｂに結合されることにより、ブレース６４の後端部６４Ｂとインパネリインフォース
メント４６における車両幅方向中央部４６Ａとを連結している。
【００８１】
　また、貫通孔１３２，１３４の周縁部の各々とブレース６４との間には、グロメット１
３６，１３８がそれぞれ設けられており、このグロメット１３６，１３８により、貫通孔
１３２，１３４に対する防水性がそれぞれ確保されている。
【００８２】
　このように構成された第三実施形態に係る車体前部構造１３０によっても、例えば、オ
フセット衝突や微小ラップ衝突が生じた際にサスペンションタワー１８（図１参照）に衝
突荷重が入力された場合には、このサスペンションタワー１８に入力された荷重を、荷重
伝達部１４０を介してインパネリインフォースメント４６に伝達することができる。これ
により、サスペンションタワー１８の変形を抑制することができる。
【００８３】
　また、荷重伝達部１４０は、ブレース６４及び連結ブラケット７０を有する簡素な構成
とされているので、部品点数の増加を抑制することができる。しかも、ブレース６４は、
カウル３２における前壁部３４及び後壁部３６を貫通している。従って、このブレース６
４を直線状に形成することができるので（カウル３２における前壁部３４及び後壁部３６
を迂回する形状とする必要が無いので）、このブレース６４の荷重伝達効率、ひいては、
荷重伝達部１４０の荷重伝達効率を向上させることができる。
【００８４】
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　また、上述の第一実施形態の場合と同様に、一方の荷重伝達部１４０は、他方の荷重伝
達部１４０と共に、平面視にてＶ字状を成している。従って、この荷重伝達部１４０によ
って、サスペンションタワー１８（図１参照）に作用した車両幅方向内側への荷重をより
効率的にインパネリインフォースメント４６に伝達することができる。
【００８５】
　［第四実施形態］
　次に、図５を参照しながら、本発明の第四実施形態を説明する。
【００８６】
　本発明の第四実施形態に係る車体前部構造１５０は、上述の第三実施形態に係る車体前
部構造１３０（図４参照）に対して、次のように構成が変更されている。
【００８７】
　すなわち、インパネリインフォースメント４６は、カウル３２よりも車両下側に配置さ
れている。また、この車体前部構造１５０では、上述の第三実施形態における荷重伝達部
１４０（図４参照）の代わりに、荷重伝達部１６０が用いられている。
【００８８】
　この荷重伝達部１６０は、インパネリインフォースメント４６の位置に対応して、カウ
ル３２よりも車両下側に配置されている。ブレース６４は、サスペンションタワー１８の
上端部１８Ａ（図１参照）から車両後側且つ車両幅方向内側に延びており、ダッシュパネ
ル４４における上端部４４Ａ側の部分４４Ｂを貫通している（この部分４４Ｂに形成され
た貫通孔１５２に挿通されている）。
【００８９】
　また、貫通孔１５２の周縁部とブレース６４との間には、グロメット１５６が設けられ
ており、このグロメット１５６により、貫通孔１５２に対する防水性が確保されている。
連結ブラケット７０の後端部７０Ａは、インパネリインフォースメント４６の下面部４６
Ａ２に沿って湾曲されており、この下面部４６Ａ２に溶接により結合されている。
【００９０】
　このように構成された第四実施形態に係る車体前部構造１５０によっても、例えば、オ
フセット衝突や微小ラップ衝突が生じた際にサスペンションタワー１８（図１参照）に衝
突荷重が入力された場合には、このサスペンションタワー１８に入力された荷重を、荷重
伝達部１６０を介してインパネリインフォースメント４６に伝達することができる。これ
により、サスペンションタワー１８の変形を抑制することができる。
【００９１】
　また、荷重伝達部１６０は、ブレース６４及び連結ブラケット７０を有する簡素な構成
とされているので、部品点数の増加を抑制することができる。しかも、ブレース６４は、
ダッシュパネル４４を貫通している。従って、このブレース６４を直線状に形成すること
ができるので（ダッシュパネル４４を迂回する形状とする必要が無いので）、このブレー
ス６４の荷重伝達効率、ひいては、荷重伝達部１６０の荷重伝達効率を向上させることが
できる。
【００９２】
　また、上述の第一実施形態の場合と同様に、一方の荷重伝達部１６０は、他方の荷重伝
達部１６０と共に、平面視にてＶ字状を成している。従って、この荷重伝達部１６０によ
って、サスペンションタワー１８（図１参照）に作用した車両幅方向内側への荷重をより
効率的にインパネリインフォースメント４６に伝達することができる。
【００９３】
　以上、本発明の一態様について説明したが、本発明は、上記に限定されるものでなく、
上記以外にも、その主旨を逸脱しない範囲内において種々変形して実施可能であることは
勿論である。
【符号の説明】
【００９４】
１０，１１０，１３０，１５０　車体前部構造
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１４　エンジンコンパートメント
１６　キャビン
１８　サスペンションタワー
３２　カウル
３４　前壁部
３６　後壁部
４４　ダッシュパネル
４６　インパネリインフォースメント
４６Ａ　車両幅方向中央部
６０，１２０，１４０，１６０　荷重伝達部
６２　前側取付ブラケット
６４　ブレース
６４Ａ　前端部
６４Ｂ　後端部
６６　バルク
６８　後側取付ブラケット
７０　連結ブラケット
７０Ａ　後端部
７０Ｂ　前端部
９０　閉断面

【図１】 【図２】
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【図５】
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