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(57)【要約】
【課題】撓み量に対する剛性の変化を少なくすることが
可能なバンプストッパを提供する。
【解決手段】圧縮されることにより衝撃を吸収すると共
に、外周面側及び内周面側が蛇腹状に構成されるバンプ
ストッパ１００において、先端側は、外周面側が山部と
なり内周面側が谷部１１０となるように構成されており
、かつ谷部１００の先端側側面１１１及び後端側側面１
１２は互いに近付くように内周面側に向かって突出する
湾曲面で構成されており、これらの両側面に滑らかに繋
がる谷底部分１１３は外周面側に向かって凹んだ湾曲面
により構成されていることを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　圧縮されることにより衝撃を吸収すると共に、外周面側及び内周面側が蛇腹状に構成さ
れるバンプストッパにおいて、
　先端側は、外周面側が山部となり内周面側が谷部となるように構成されており、かつ該
谷部の両側面は互いに近付くように内周面側に向かって突出する湾曲面で構成されており
、これらの両側面に滑らかに繋がる谷底部分は外周面側に向かって凹んだ湾曲面により構
成されていることを特徴とするバンプストッパ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バンプストッパに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　自動車のサスペンションには、車体が沈んだ際の衝撃を吸収するためにバンプストッパ
が設けられている。このバンプストッパは、圧縮されることにより衝撃を吸収するように
ショックアブソーバに取付けられている。図５～図７を参照して、従来例に係る発泡ウレ
タン製のバンプストッパについて説明する。図５は従来例に係るバンプストッパの模式的
断面図の一部である。図６は従来例に係るバンプストッパにおける衝撃を受けた際の先端
付近の挙動を示す模式的断面図である。図７は従来例に係るバンプストッパにおける撓み
量と剛性の関係を示すグラフである。
【０００３】
　バンプストッパ５００は、サスペンションに設けられているショックアブソーバが縮ん
だ際の衝撃を吸収するために設けられている。すなわち、サスペンションには、ピストン
ロッドとシリンダを有するショックアブソーバが備えられている。このショックアブソー
バは、車体が沈むことによってピストンロッドがシリンダ内部側に向かって移動すること
により縮んでいく。そして、ショックアブソーバが縮んだ場合には、バンプストッパ５０
０が圧縮されることにより衝撃を吸収するように、ショックアブソーバにバンプストッパ
５００が取り付けられている。
【０００４】
　一般的に、バンプストッパ５００においては、衝撃を受けて圧縮する際にスムーズに変
形するように、その内周面及び外周面が蛇腹形状になっている（特許文献１参照）。ここ
で、従来例に係るバンプストッパ５００における先端付近の内周面の構造についてより詳
しく説明する。バンプストッパ５００の先端側は、外周面側が山部となり内周面側が谷部
５１０となるように構成されている。この谷部５１０の両側面はテーパ面で構成されてい
る。すなわち、先端側の側面５１１は先端側に向かって縮径するテーパ面で構成され、後
端側の側面５１２は先端側に向かって拡径するテーパ面で構成されており、断面で見ると
いずれも直線で構成されている。そして、谷部５１０の谷底部分５１３は先端側の側面５
１１と後端側の側面５１２とを滑らかに繋ぐようにＲ面で構成されている。すなわち、断
面で見た場合に、谷底部分５１３は円弧で構成されている。なお、先端側の側面５１１と
外周面側とを繋ぐ面５１４、及び後端側の側面５１２と内周側の円柱面とを繋ぐ面５１５
もＲ面で構成されている。
【０００５】
　以上のように構成されるバンプストッパ５００において、衝撃を受けた際のバンプスト
ッパ５００の先端付近の挙動、及び撓み量と剛性との関係について、図６及び図７を参照
して説明する。なお、図７中の曲線Ｌ１は、従来例に係るバンプストッパ５００における
撓み量に対する剛性の関係を示すグラフである。また、同図中Ａで囲った領域は、衝突初
期の圧縮領域を示している。
【０００６】
　バンプストッパ５００が衝撃を受けた場合、まず、谷底部分５１３よりも先端部分（図
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６中Ｘ部付近）が変形する。この過程においては、撓み量の増加と共に剛性は上昇する（
図７中Ｃ部参照）。次に、谷底部分５１３付近（図６中Ｙ部付近）が変形する。谷底部分
５１３付近は肉厚が薄いことから、谷底部分５１３付近が変形する過程においては、撓み
量に対する剛性は下降する（図７中Ｄ部参照）。その後、谷部５１０における側面５１１
と側面５１２が密着し（図６中Ｚ部参照）、側面５１２よりも後端付近が変形する。側面
５１１と側面５１２の密着後は、見かけ上の肉厚が厚くなり、撓み量に対する剛性は再び
上昇する。
【０００７】
　このように、バンプストッパ５００が衝撃を受けた際においては、撓み量に対する剛性
は上昇と下降を繰り返すように変化する。このような撓み量に対する剛性の変化は、車両
の操舵性や乗り心地に影響を与える。つまり、撓み量に対する剛性の上昇と下降の変化が
大きいほど、車両の操舵性や乗り心地への悪影響が大きくなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００２－１８１１０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、撓み量に対する剛性の上昇と下降の変化を少なくすることが可能なバ
ンプストッパを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、上記課題を解決するために以下の手段を採用した。
【００１１】
　すなわち、圧縮されることにより衝撃を吸収すると共に、外周面側及び内周面側が蛇腹
状に構成されるバンプストッパにおいて、
　先端側は、外周面側が山部となり内周面側が谷部となるように構成されており、かつ該
谷部の両側面は互いに近付くように内周面側に向かって突出する湾曲面で構成されており
、これらの両側面に滑らかに繋がる谷底部分は外周面側に向かって凹んだ湾曲面により構
成されていることを特徴とする。
【００１２】
　本発明によれば、バンプストッパが衝撃を受けた際には、まず、先端側における谷底部
分よりも先端部分が変形し、その後、谷底部分が変形する。そして、本発明においては、
谷部の両側面が互いに近付くように内周面側に向かって突出する湾曲面で構成されている
ことから、谷底部分が変形し始めてから、これら谷部の両側面が密着するまでの期間を短
くすることができる。また、谷部の両側面付近の剛性が高まる。従って、これらのことが
相俟って、撓み量に対する剛性の低下を効果的に抑制することができる。更に、谷部の両
側面は突出する部位同士が密着することから、従来のようにテーパ面同士全体が密着する
場合に比べて、両側面が密着後の撓み量に対する剛性の急激な上昇を抑制することができ
る。また、両側面に滑らかに繋がる谷底部分は外周面側に向かって凹んだ湾曲面により構
成されているので、谷底部分の変形を妨げることもない。以上のことから、撓み量に対す
る剛性の上昇と下降の変化を少なくすることができる。
【発明の効果】
【００１３】
　以上説明したように、本発明によれば、撓み量に対する剛性の上昇と下降の変化を少な
くすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は本発明の実施例に係るバンプストッパの使用状態を示す模式的断面図であ
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る。
【図２】図２は本発明の実施例に係るバンプストッパの先端付近の拡大断面図である。
【図３】図３は本発明の実施例に係るバンプストッパにおける衝撃を受けた際の先端付近
の挙動を示す模式的断面図である。
【図４】図４は本発明の実施例及び従来例に係るバンプストッパにおける撓み量と剛性の
関係を示すグラフである。
【図５】図５は従来例に係るバンプストッパの模式的断面図の一部である。
【図６】図６は従来例に係るバンプストッパにおける衝撃を受けた際の先端付近の挙動を
示す模式的断面図である。
【図７】図７は従来例に係るバンプストッパにおける撓み量と剛性の関係を示すグラフで
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下に図面を参照して、この発明を実施するための形態を、実施例に基づいて例示的に
詳しく説明する。ただし、この実施例に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、そ
の相対配置などは、特に特定的な記載がない限りは、この発明の範囲をそれらのみに限定
する趣旨のものではない。
【００１６】
　（実施例）
　図１～図４を参照して、本発明の実施例に係るバンプストッパについて説明する。本実
施例においては、自動車のサスペンションに設けられたショックアブソーバにバンプスト
ッパが取り付けられる場合を例にして説明する。
【００１７】
　＜バンプストッパの適用例＞
　特に、図１を参照して、本発明の実施例に係るバンプストッパの適用例を説明する。図
１は、自動車のサスペンションのうち、バンプストッパが取り付けられている箇所を示す
模式的断面図である。
【００１８】
　サスペンションには、車体の振動を抑制するためにショックアブソーバ２００が設けら
れている。このショックアブソーバ２００は、ピストンロッド２１０と、シリンダ２２０
とを備える油圧ダンパー式の緩衝器である。車体が沈んだ際には、ピストンロッド２１０
がシリンダ２２０の内部側に向かって移動し、つまりショックアブソーバ２００が縮み、
油圧抵抗によって衝撃を吸収することができる。
【００１９】
　そして、ピストンロッド２１０には支持部材２３０が固定されており、この支持部材２
３０とシリンダ２２０の端面２２１との間に、バンプストッパ１００が取り付けられてい
る。バンプストッパ１００は、発泡ウレタン製の環状の部材であり、軸孔内にピストンロ
ッド２１０が挿入されるように、ショックアブソーバ２００に取付けられる。このバンプ
ストッパ１００は、後端側の端面１２０が支持部材２３０に当接するように配置される。
なお、バンプストッパ１００は支持部材２３０に対して、固定してもしなくてもよい。
【００２０】
　以上の構成により、車体が沈みショックアブソーバ２００が縮んでいくと、ピストンロ
ッド２１０がシリンダ２２０の内部に移動するに従って、バンプストッパ１００もシリン
ダ２２０側に移動する（図中、矢印Ｐ方向に移動する）。そして、ショックアブソーバ２
００が縮むと、バンプストッパ１００の先端がシリンダ２２０の端面２２１に衝突する。
これにより、バンプストッパ１００が圧縮されるため、衝撃を吸収することができる。
【００２１】
　＜バンプストッパ＞
　図１及び図２を参照して、本実施例に係るバンプストッパ１００について、より詳細に
説明する。本実施例に係るバンプストッパ１００は、圧縮される際の変形状態が安定する
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ように、外周面側及び内周面側が蛇腹状に構成されている。つまり、外周面側も内周面側
も環状の山部と谷部が軸線方向に交互に設けられている。なお、山部及び谷部の数につい
ては、バンプストッパ１００全体の大きさ等によって、適宜、設定することができる。
【００２２】
　そして、本実施例に係るバンプストッパ１００においては、先端側は、外周面側が山部
となり内周面側が谷部１１０となるように構成されている。また、谷部１１０の両側面（
先端側の側面１１１と後端側の側面１１２）は互いに近付くように内周面側に向かって突
出する湾曲面で構成されている。より具体的には、断面で見た場合に、これら先端側の側
面１１１と後端側の側面１１２は、いずれも円弧で構成されている。更に、これらの側面
１１１及び側面１１２に滑らかに繋がる谷底部分１１３は外周面側に向かって凹んだ湾曲
面により構成されている。より具体的には、断面で見た場合に、谷底部分１１３も円弧で
構成されている。なお、好適な例として、谷底部分１１３の最も底の部分における内径３
５ｍｍとし、先端側の側面１１１及び後端側の側面１１２の曲率半径Ｒ１，Ｒ２を４ｍｍ
に設定し、谷底部分１１３の曲率半径Ｒ３を１ｍｍに設定する場合を挙げることができる
。
【００２３】
　＜衝撃を受けた際の挙動＞
　上記のように構成されるバンプストッパ１００において、衝撃を受けた際のバンプスト
ッパ１００の先端付近の挙動、及び撓み量と剛性との関係について、図３及び図４を参照
して説明する。なお、図４中の曲線Ｌ１は、従来例に係るバンプストッパ５００における
撓み量に対する剛性の関係を示すグラフであり、曲線Ｌ２は本実施例に係るバンプストッ
パ１００における撓み量に対する剛性の関係を示すグラフである。また、同図中Ａで囲っ
た領域は、衝突初期の圧縮領域を示している。
【００２４】
　バンプストッパ１００が衝撃を受けた場合、まず、谷底部分１１３よりも先端部分が変
形する。この過程においては、撓み量の増加と共に剛性は上昇する。なお、この過程にお
ける撓み量と剛性の関係については、従来例の場合と同様である。次に、谷底部分１１３
付近が変形する（図３中左側の図面参照）。谷底部分１１３付近は肉厚が薄いことから、
谷底部分１１３付近が変形する過程においては、撓み量に対する剛性は下降する（図４中
Ｂ部参照）。
【００２５】
　その後、谷部１１０における側面１１１と側面１１２が密着する。この時、本実施例に
係るバンプストッパ１００においては、上記の通り、これらの側面１１１，１１２は、互
いに近付くように内周面側に向かって突出する湾曲面で構成されている。従って、これら
の側面１１１，１１２の突出する部位同士が密着する（図３中右側の図面参照）。これら
の側面１１１，１１２が密着後は、側面１１２よりも後端付近が変形する。この過程にお
いては、見かけ上の肉厚が厚くなり、撓み量に対する剛性は再び上昇する。
【００２６】
　＜本実施例に係るバンプストッパの優れた点＞
　本実施例によれば、バンプストッパ１００が衝撃を受けた際には、上記の通り、まず、
先端側における谷底部分１１３よりも先端部分が変形する。その後、谷底部分１１３が変
形し、先端側の側面１１１と後端側の側面１１２が密着する。ここで、従来例のように、
側面５１１，５１２がテーパ面で構成される場合には、これらの側面５１１，５１２の面
全体がほぼ同時に密着する。これに対して、本実施例に係るバンプストッパ１００の場合
には、先端側の側面１１１と後端側の側面１１２は互いに近付くように内周面側に向かっ
て突出する湾曲面で構成されているので、上記の通り、側面１１１，１１２の突出する部
位同士が密着する。従って、従来例の場合に比して、谷底部分１１３が変形し始めてから
、谷部１１０の両側面が密着するまでの期間を短くすることができる。これにより、この
間の撓み量に対する剛性の下降を抑制することができる。また、側面１１１，１１２は湾
曲面で構成されていることから、テーパ面で構成される場合に比して、これらの付近自体
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【００２７】
　このように、谷底部分１１３が変形し始めてから、谷部１１０の両側面が密着するまで
の期間を短くすることができることと、側面１１１，１１２付近の剛性が高くなることが
相俟って、撓み量に対する剛性の低下を効果的に抑制することができる。また、本実施例
においては、側面１１１，１１２の突出する部位同士が密着することから、従来のように
テーパ面同士全体が密着する場合に比して、谷部１１０の両側面が密着後の撓み量に対す
る剛性の急激な上昇を抑制することもできる。また、両側面に滑らかに繋がる谷底部分１
１３は外周面側に向かって凹んだ湾曲面により構成されているので、谷底部分１１３の変
形を妨げることもない。以上のことから、撓み量に対する剛性の上昇と下降の変化を少な
くすることができる（図４中、Ｂ部参照）。従って、車両の操舵性や乗り心地も良くなる
。
【符号の説明】
【００２８】
　１００　バンプストッパ
　１１０　谷部
　１１１，１１２　側面
　１１３　谷底部分
　１２０　端面
　２００　ショックアブソーバ
　２１０　ピストンロッド
　２２０　シリンダ
　２２１　端面
　２３０　支持部材

【図１】 【図２】

【図３】
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