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(54)【発明の名称】衝撃吸収装置
(57)【要約】
【課題】

圧縮量の増大に対し衝撃吸収部材の荷重を小

さく、しかも、比較的長時間に亘って、その荷重を略一
定に保持することのできる衝撃吸収装置を得る。
【解決手段】

中心軸と略平行な方向に延在する複数本

の溝が等角間隔で外周面又は内周面に形成された円筒状
の衝撃吸収用管体１と、その衝撃吸収用管体１の一端部
側が、その一端部側に係合せしめられた円筒状の保持用
管体８と、一端部側が滑り軸受け４を介して保持用管体
８の一端部側の内側に挿入され、衝撃吸収用管体１の内
側の中心軸上に位置する軸体３と、衝撃吸収用管体１の
一端部側、保持用管体８の一端部側及び軸体３の一端部
側を連通する制限荷重保証用ピン５と、衝撃吸収用管体
１の他端側及び軸体３の他端側に係合せしめられた負荷
ジグ２と、その負荷ジグ２の遊端側及び保持用管体８の
他端側にそれぞれ取付けられた第１及び第２の取付部と
６、７とを有する。
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【特許請求の範囲】

材の圧縮量の増大に対し、荷重を小さく、しかも、比較

【請求項１】

的長時間に亘って、その荷重を略一定に保持することの

中心軸と略平行な方向に延在する複数本

の溝が等角間隔で外周面又は内周面に形成された円筒状

できる衝撃吸収装置を提案しようとするものである。

の衝撃吸収用管体と、

【０００６】

該衝撃吸収用管体の一端部側が、その一端部側に係合せ

【課題を解決するための手段】本発明は、中心軸と略平

しめられた円筒状の保持用管体と、

行な方向に延在する複数本の溝が等角間隔で外周面又は

一端部側が滑り軸受けを介して上記保持用管体の一端部

内周面に形成された円筒状の衝撃吸収用管体と、その衝

側の内側に挿入され、上記衝撃吸収用管体の内側の中心

撃吸収用管体の一端部側が、その一端部側に係合せしめ

軸上に位置する軸体と、
上記衝撃吸収用管体の一端部側、上記保持用管体の一端

られた円筒状の保持用管体と、一端部側が滑り軸受けを
10

介して保持用管体の一端部側の内側に挿入され、衝撃吸

部側及び上記軸体の一端部側を連通する制限荷重保証用

収用管体の内側の中心軸上に位置する軸体と、衝撃吸収

ピンと、

用管体の一端部側、保持用管体の一端部側及び軸体の一

上記衝撃吸収用管体の他端側及び上記軸体の他端側に係

端部側を連通する制限荷重保証用ピンと、衝撃吸収用管

合せしめられた負荷ジグと、

体の他端側及び軸体の他端側に係合せしめられた負荷ジ

該負荷ジグの遊端側及び上記保持用管体の他端側にそれ

グと、その負荷ジグの遊端側及び保持用管体の他端側に

ぞれ取付けられた第１及び第２の取付部とを有すること

それぞれ取付けられた第１及び第２の取付部とを有する

を特徴とする衝撃吸収装置。

衝撃吸収装置である。

【発明の詳細な説明】

【０００７】

【０００１】

【発明の実施の形態】以下に、図１を参照して、本発明

【発明の属する技術分野】本発明は衝撃吸収装置に関す
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の実施の形態の衝撃吸収装置を詳細に説明する。１は衝

る。

撃吸収用管体で、金属、例えば、軽量で、加工し易いア

【０００２】

ルミニウム合金からなる円筒体で、図２に示す如く、主

【従来の技術】航空機、船舶、車両等の内部において、

要部１ｍ及び固定部１ｆからなる。この固定部１ｆは、

破損に至るような衝撃環境の下で、搭乗者、乗船者、乗

後述する保持用管体８に固定される部分である。衝撃吸

車者、積載物、内部設備等に加えられる外部衝撃による

収用管体１の主要部１ｍの外周面（内周面も可）には、

荷重、これら自身の慣性に起因して加えられる荷重を、

図２に示す如く、中心軸と略平行な方向に延在する複数

ある限度内の許容できるレベルまで低減することのでき

本、例えば、８本の、例えば、Ｖ字形の溝１ｄが等角間

る衝撃エネルギーを吸収する衝撃吸収装置が必要であ

隔に、即ち、４５°間隔で形成されている。尚、固定部

る。

１ｆには、これらの溝１ｄは形成されていない。

【０００３】従来の衝撃吸収装置としては、金属管体を

30

【０００８】この衝撃吸収用管体１は、主要部１ｍの長

有し、その金属管体の両端間に外部衝撃等による荷重が

さは、例えば、１００ｍｍ、固定部１ｆの長さは１０ｍ

加えられ、その金属管体が膨出することによって、その

ｍで、全長１１０ｍｍである。衝撃吸収用管体１の外周

外部衝撃を緩和するようにしたものがある。

の直径は、例えば、２０ｍｍである。衝撃吸収用管体１

【０００４】

の外周面に形成されたＶ字形溝１ｄの幅は０．５ｍｍ、

【発明が解決しようとする課題】かかる従来の衝撃吸収

深さは０．２５ｍｍである。

装置の代わりに、後述する本発明の実施の形態の衝撃吸

【０００９】この衝撃吸収用管体１は、その一端部側、

収装置において、衝撃吸収用管体１における溝１ｄの省

即ち、固定部１ｆが、円筒状の保持用管体８の一端部側

略した無加工管体を用い、その他の構成は、本発明の実

の外周面の円環状の凹部に嵌め込まれる如く固定され

施の形態の衝撃吸収装置と同様にした衝撃吸収装置を用
いて測定した無加工管体の圧縮量（ｍｍ）対荷重（ｋ

る。保持用管体８の一端部側の内周面には、円柱状の軸
40

体３の一端部側が、滑り軸受け４を介して嵌め込まれて

Ｎ）特性曲線は、図４の特性曲線ｂに示す如く、無加工

いる。そして、保持用管体８の一端部側、衝撃吸収用管

管体の膨出による圧縮量が０ｍｍから、５ｍｍ程度に達

体１の一端部側（固定部１ｆ）、軸体３の一端部側を貫

するにつれて、荷重が急激に上昇して、９ｋＮにも達

通する如く、制限荷重保証用ピン（shear pin)（金属か

し、その後の圧縮量の増大につれて、荷重が低下及び変

らなる比較的細いピン）５が貫通されている。保持用管

動し、圧縮率が３２ｍｍ程度のところで、荷重が急激に

体８の他端には、孔７Ｈを有する平板状の支持側取付け

低下して０ｋＮになった。即ち、この衝撃吸収装置は、

部７が一体に形成されている。

圧縮量の増大に対し、荷重を小さく、しかも、比較的長

【００１０】衝撃吸収用管体１の他方の端部側には、断

時間に亘って、その荷重を略一定に保持することができ

面が円形の負荷ジグ（jig)（タップ）２が嵌め込まれて

ないとう欠点があった。

いる。図３に示す如く、このタップ２の衝撃吸収用管体

【０００５】かかる点に鑑み、本発明は、衝撃吸収用部
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１側に、断面が、例えば、５ｍｍの曲率半径を有し、全
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体として円環状の溝２ｄが形成されている。衝撃によっ

る加工形状を、衝撃試験で確認し、材料特性の若干の不

て、衝撃吸収管体１がその溝１ｄに沿って亀裂が入り、

均一や機械加工精度等によって余り大きな制約を受け

やがては、切片化するが、タップ（負荷ジグ）２の溝２

ず、略一定の衝撃吸収特性を得ることができるが、衝撃

ｄの曲率半径を適当に選定することにより、その切片を

試験で確認された。即ち、図４に、縦溝付き衝撃吸収用

略同等曲率の円環状の溝１ｄ内に巻き込むことができ

管体（図１の衝撃吸収用管体１）の圧縮量（ｍｍ）に対

る。又、負荷ジグ２の遊端部には、孔６Ｈを有する負荷

する荷重（ｋＮ）特性曲線は、図４の特性曲線ａに示す

側取付け部６が取付けられている。

如く、上述した無加工パイプの特性曲線ｂと比較して、

【００１１】この実施の形態の衝撃吸収装置における、

荷重が比較的低いレベルで略一定であり、その荷重が一

衝撃吸収用管体１及び制限荷重保証用ピン５を除く部材
は、金属、合成樹脂、磁器、これらの２種又は３種の複

定となる時間が比較的長いことが分かる。無加工パイプ
10

の特性曲線ｂの場合は、荷重の変化が激しく、しかも、

合材料等が可能で、衝撃吸収用管体１及び制限荷重保証

無加工パイプに荷重が掛かり始めてから、荷重が０にな

用ピン５と比較して、耐衝撃性の高い部材から構成され

るまでの時間が比較的に短い。

る。

【００１８】又、負荷ジグ（タップ）２に、所定の曲率

【００１２】上述した衝撃吸収装置は、負荷側取付け部

半径の溝２ｄを設けたことにより、その溝２ｄが、衝撃

６及び支持側取付け部７を衝撃の加えられる可能性のあ

吸収用管体１の破壊によって形成された複数の切片を巻

る部分、例えば、航空機、船舶、車両等の内部に取付け

き込むため、２次的な危険防止を容易に行うことができ

られている椅子の、側面の座席部及び脚部から形成され

る。

る四辺形の一対の対角点の内の座席部側の対角点に負荷

【００１９】

側取付け部６を、孔６Ｈを利用してネジ止めすると共

【発明の効果】上述せる本発明によれば、中心軸と略平

に、床側の対角点に、支持側取付け部７を、孔７Ｈを利

20

行な方向に延在する複数本の溝が等角間隔で外周面又は

用してネジ止めする。

内周面に形成された円筒状の衝撃吸収用管体と、その衝

【００１３】タップ（負荷ジグ）２に対し、衝撃吸収用

撃吸収用管体の一端部側が、その一端部側に係合せしめ

管体１の軸Ｘ方向に圧縮荷重が与えられると、衝撃吸収

られた円筒状の保持用管体と、一端部側が滑り軸受けを

用管体１のその外周面に形成さている溝１ｄに沿って亀

介して保持用管体の一端部側の内側に挿入され、衝撃吸

裂が生じ、これにより破壊開始時の荷重レベルが低く抑

収用管体の内側の中心軸上に位置する軸体と、衝撃吸収

えられ、その後もその破壊が安定に進行するため、衝撃

用管体の一端部側、保持用管体の一端部側及び軸体の一

吸収用管体１に加えられる荷重を、比較的長時間に亘っ

端部側を連通する制限荷重保証用ピンと、衝撃吸収用管

て略一定に保持することができる。

体の他端側及び軸体の他端側に係合せしめられた負荷ジ

【００１４】上述した衝撃吸収装置では、破壊される部

グと、その負荷ジグの遊端側及び保持用管体の他端側に

分は、衝撃吸収用管体１及び制限荷重保証用ピン５のみ

30

それぞれ取付けられた第１及び第２の取付部とを有する

である。衝撃吸収用管体１は、軽量であるため、材料特

ので、衝撃吸収用部材の圧縮量の増大に対し、荷重を小

性の若干の不均一、厚みの如何や機械加工精度等に大き

さく、しかも、比較的長時間に亘って、その荷重を略一

な制約を受けず、加工が容易な形状であることから、安

定に保持することのできる衝撃吸収装置を得ることがで

価となるため、交換、修復を行い易い。

きる。

【００１５】負荷荷重が制限荷重以下の場合は、衝撃吸

【図面の簡単な説明】

収用管体１、支持側取付け部７及び軸体３を貫通する制

【図１】本発明の実施の形態の衝撃吸収装置を示す断面

限荷重保証用ピン５を介して、支持側取付け部７側に荷

図である。

重が伝達され、衝撃吸収用管体１には殆ど荷重は掛から

【図２】Ａ

ない。又、負荷荷重が制限荷重を越えた場合には、上述
の制限荷重保証用ピン５が、荷重によって切断され、軸

本発明の実施の形態の衝撃吸収装置の衝撃

吸収用管体の断面図である。
40

Ｂ 本発明の実施の形態の衝撃吸収装置の衝撃吸収用管

体３は力の伝達に無関係となる。ここで、タップ（負荷

体の負荷ジグ（タップ）側の端面図である。

ジグ）２は、衝撃吸収用管体１を圧縮しながら、保持管

【図３】本発明の実施の形態の衝撃吸収装置の負荷ジグ

体８を介して、支持側取付け部７に荷重を伝達する。

（タップ）を示す断面図である。

【００１６】衝撃吸収用管体１の破壊荷重レベルは、タ

【図４】本発明の実施の形態の衝撃吸収装置及びこれと

ップ（負荷ジグ）２、衝撃吸収用管体１の寸法及びその

比較すべき衝撃吸収装置の圧縮量−荷重特性曲線図であ

外周面上の溝１ｄの本数等を選択することにより、可変

る。

できる。

【符号の説明】

【００１７】金属からなる円管状の衝撃吸収用管体１

１ 衝撃吸収用管体、２

負荷ジグ（タップ）、３

軸

は、軽量で加工性の良いアルミニウム材を用い、その外

体、４

制限荷重保証用ピン、６

負

周面上の溝１ｄの本数、初期亀裂発生の安定化に関連す

50

滑り軸受け、５

荷側取付け部、７

支持側取付け部、８

保持用管体。
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【図１】

【図３】

【図２】

【図４】

─────────────────────────────────────────────────────
【手続補正書】
【提出日】平成１２年６月９日（２０００．６．９）

上記衝撃吸収用管体の上記固定部、上記保持用管体の一

【手続補正１】

端部側及び上記軸体の一端部側を連通する制限荷重保証

【補正対象書類名】明細書

用ピンと、

【補正対象項目名】特許請求の範囲

上記衝撃吸収用管体の他端部側及び上記軸体の他端部側

【補正方法】変更

に係合せしめられ、該衝撃吸収用管体の他端部側に、所

【補正内容】

定の曲率半径の部分円断面を有する円環状の溝が形成さ

【特許請求の範囲】

れた負荷ジグと、

【請求項１】

該負荷ジグの遊端側及び上記保持用管体の他端部側にそ

一端部側の固定部を除き、中心軸と略平

行な方向に延在する複数本の溝が等角間隔で外周面又は

れぞれ取付けられた第１及び第２の取付部とを有し、

内周面に形成された円筒状の衝撃吸収用管体と、

上記第１及び第２の取付け部間に、上記制限荷重を越え

該衝撃吸収用管体の上記固定部が、その一端部側に係合

る負荷荷重が加えられて、上記制限荷重保証用ピンが破

せしめられた円筒状の保持用管体と、

壊すると、上記衝撃吸収用管体に上記複数本の溝に沿っ

一端部側が滑り軸受けを介して上記保持用管体の一端部

て亀裂が入り、やがては切片化し、該切片が上記負荷ジ

側の内側に挿入され、上記衝撃吸収用管体の内側の中心

グの上記円環状の溝内に巻き込まれるように構成されて

軸上に位置する軸体と、

なることを特徴とする衝撃吸収装置。

( 5 )

特開２０００−３１８５５６

【手続補正２】

し、全体として円環状の溝２ｄが形成されている。衝撃

【補正対象書類名】明細書

によって、衝撃吸収管体１がその溝１ｄに沿って亀裂が

【補正対象項目名】０００６

入り、やがては、切片化するが、タップ（負荷ジグ）２

【補正方法】変更

の溝２ｄの断面の曲率半径を適当に選定することによ

【補正内容】

り、その切片を略同等曲率の円環状の溝２ｄ内に巻き込

【０００６】

むことができる。又、負荷ジグ２の遊端部には、孔６Ｈ

【課題を解決するための手段】本発明は、一端部側の固

を有する負荷側取付け部６が取付けられている。

定部を除き、中心軸と略平行な方向に延在する複数本の

【手続補正４】

溝が等角間隔で外周面又は内周面に形成された円筒状の

【補正対象書類名】明細書

衝撃吸収用管体と、その衝撃吸収用管体の固定部が、そ

【補正対象項目名】００１９

の一端部側に係合せしめられた円筒状の保持用管体と、

【補正方法】変更

一端部側が滑り軸受けを介して保持用管体の一端部側の

【補正内容】

内側に挿入され、衝撃吸収用管体の内側の中心軸上に位

【００１９】

置する軸体と、衝撃吸収用管体の固定部、保持用管体の

【発明の効果】上述せる本発明によれば、一端部側の固

一端部側及び軸体の一端部側を連通する制限荷重保証用

定部を除き、中心軸と略平行な方向に延在する複数本の

ピンと、衝撃吸収用管体の他端部側及び軸体の他端部側

溝が等角間隔で外周面又は内周面に形成された円筒状の

に係合せしめられ、その衝撃吸収用管体の他端部側に、

衝撃吸収用管体と、その衝撃吸収用管体の固定部が、そ

所定の曲率半径の部分円断面を有する円環状の溝が形成

の一端部側に係合せしめられた円筒状の保持用管体と、

された負荷ジグと、その負荷ジグの遊端側及び保持用管

一端部側が滑り軸受けを介して保持用管体の一端部側の

体の他端部側にそれぞれ取付けられた第１及び第２の取

内側に挿入され、衝撃吸収用管体の内側の中心軸上に位

付部とを有し、第１及び第２の取付け部間に、制限荷重

置する軸体と、衝撃吸収用管体の固定部、保持用管体の

を越える負荷荷重が加えられて、制限荷重保証用ピンが

一端部側及び軸体の一端部側を連通する制限荷重保証用

破壊すると、衝撃吸収用管体に複数本の溝に沿って亀裂

ピンと、衝撃吸収用管体の他端部側及び軸体の他端部側

が入り、やがては切片化し、その切片が負荷ジグの円環

に係合せしめられ、その衝撃吸収用管体の他端部側に、

状の溝内に巻き込まれるように構成されてなる衝撃吸収

所定の曲率半径の部分円断面を有する円環状の溝が形成

装置である。

された負荷ジグと、その負荷ジグの遊端側及び保持用管

【手続補正３】

体の他端部側にそれぞれ取付けられた第１及び第２の取

【補正対象書類名】明細書

付部とを有し、第１及び第２の取付け部間に、制限荷重

【補正対象項目名】００１０

を越える負荷荷重が加えられて、制限荷重保証用ピンが

【補正方法】変更

破壊すると、衝撃吸収用管体に複数本の溝に沿って亀裂

【補正内容】

が入り、やがては切片化し、その切片が負荷ジグの円環

【００１０】衝撃吸収用管体１の他方の端部側には、断

状の溝内に巻き込まれるように構成されてなるので、衝

面が円形の負荷ジグ（jig)（タップ）２が嵌め込まれて

撃吸収用部材の圧縮量の増大に対し、荷重を小さく、し

いる。図３に示す如く、このタップ２の衝撃吸収用管体

かも、比較的長時間に亘って、その荷重を略一定に保持

１側には、例えば、５ｍｍの曲率半径の部分円断面を有

することのできる衝撃吸収装置を得ることができる。
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