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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両のパワーユニット側に取り付けられる第一の取付部材と、
　該第一の取付部材に対して離隔配置されて、前記車両のボデー側に取り付けられる第二
の取付部材と、
　それら第一の取付部材と第二の取付部材を弾性連結する本体ゴム弾性体と、
　該本体ゴム弾性体で壁部の一部が構成されて振動入力時に圧力変動が生ぜしめられる、
非圧縮性流体が封入された受圧室と、
　可撓性膜で壁部の一部が構成されて容積変化が許容される、非圧縮性流体が封入された
平衡室と、
　該平衡室を前記受圧室に接続せしめて、それら両室間で流動せしめられる流体の共振作
用がエンジンシェイク等の低周波大振幅の振動周波数域で生ぜしめられるようにチューニ
ングされた第一のオリフィス通路と、
　前記受圧室の壁部の別の一部を構成して、走行時こもり音等の高周波小振幅の振動周波
数域で該受圧室の圧力変動の吸収作用が発揮されるようにチューニングされた仕切ゴム弾
性板と、
　前記受圧室に対して該仕切ゴム弾性板を挟んで反対側に形成されて非圧縮性流体が封入
された加振室と、
　該加振室を前記受圧室に接続せしめて、それら両室間で流動せしめられる流体の共振作
用がアイドリング振動等の中周波中振幅の振動周波数域で生ぜしめられるようにチューニ
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ングされた第二のオリフィス通路と、
　前記仕切ゴム弾性板よりも小さな拡張ばねを有しており、前記加振室の壁部の一部を構
成する加振ゴム弾性板と、
　前記加振室に対して前記加振ゴム弾性板を挟んで反対側に形成された作用空気室と、
　該作用空気室に接続されて、該作用空気室の圧力を外部から制御するための空気圧通路
と、
　該空気圧通路を通じて前記作用空気室に及ぼされる空気圧を制御せしめて、前記車両の
停車時にはアイドリング振動に対応する周波数で該作用空気室に空気圧変動を及ぼす一方
、車両走行時には該作用空気室を略大気圧とする空気圧制御手段とを、
有し、且つ、
　前記第二の取付部材を筒体形状とし、該第二の取付部材の一方の開口部側に前記第一の
取付部材を離隔配置せしめて、それら第一の取付部材と第二の取付部材を前記本体ゴム弾
性体で連結することにより該第二の取付部材の一方の開口部を流体密に覆蓋すると共に、
該第二の取付部材の他方の開口部を前記可撓性膜で流体密に覆蓋する一方、該第二の取付
部材の内部において軸方向で互いに重ね合わせた第一の仕切部材と第二の仕切部材を該第
二の取付部材によって固定的に支持せしめて、該第一の仕切部材と該本体ゴム弾性体の間
に前記受圧室を形成すると共に、該第二の仕切部材と該可撓性膜の間に前記平衡室を形成
し、更に該第二の仕切部材の該第一の仕切部材に対する重ね合わせ面側に設けた凹所を前
記加振ゴム弾性板で流体密に覆蓋することにより前記作用空気室を形成すると共に、該加
振ゴム弾性板と該第一の仕切部材の間に前記加振室を形成し、該加振室と該受圧室を仕切
る該第一の仕切部材に設けた透孔を前記仕切ゴム弾性板で流体密に閉塞せしめて、
　それら仕切ゴム弾性板及び加振ゴム弾性板をそれぞれ前記第一の仕切部材及び前記第二
の仕切部材の各中央部分に円板形状をもって配設することにより離隔して対向位置せしめ
ると共に、該仕切ゴム弾性板よりも該加振ゴム弾性板を大径として該仕切ゴム弾性板の全
体を軸方向において該加振ゴム弾性板で覆い、更に、
　前記仕切ゴム弾性板及び前記加振ゴム弾性板の外周側に位置して前記第一のオリフィス
通路と前記第二のオリフィス通路を形成したことを特徴とする車両用流体封入式エンジン
マウント。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【技術分野】
本発明は、内部に封入された非圧縮性流体の流動作用や圧力作用に基づいて防振効果が発
揮される車両用流体封入式エンジンマウントに係り、特に非圧縮性流体の流動作用に基づ
く受動的な防振効果と、外部から及ぼされる空気圧作用に基づいて非圧縮性流体の圧力変
動を制御することに基づく能動的な防振効果とを、入力振動に応じて使い分けることによ
り、複数の乃至は広い周波数域の振動に対して有効な防振効果を得ることのできる、新規
な構造の車両用流体封入式エンジンマウントに関するものである。
【０００２】
【背景技術】
自動車においては、そのボデーや各種部材における振動（振動に起因する騒音等を含む）
が大きな問題となる場合が多く、その振動を低減するために、従来から、振動発生源の一
つであるパワーユニットからボデーへの振動伝達を抑えるエンジンマウントが採用されて
いる。
【０００３】
そして、このような防振装置の一種として、内部に非圧縮性流体を封入して、振動入力時
に流動せしめられる非圧縮性流体の共振作用を利用することにより受動的な防振効果を得
るようにした流体封入式エンジンマウントが知られている。また、近年では、防振性能の
更なる向上を目的として、非圧縮性流体が封入された流体室の壁部の一部を加振する電磁
駆動手段を採用して、防振すべき振動に対応した周波数で壁部の一部を加振して流体室の
圧力を制御することにより、能動的な防振効果を得るようにしたものも提案されている。
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例えば、特許文献１に記載のものが、それである。
【０００４】
ところが、このような能動的な流体封入式エンジンマウントでは、電磁駆動手段を構成す
るコイルや永久磁石等を組み付けなければならないことから、部品点数が多く、構造が非
常に複雑になって、組付作業が面倒で製造コストも高くなるという問題があり、また、エ
ンジンマウント全体の重量やサイズが著しく大きくなることが避けられ難いという問題が
あった。
【０００５】
　そこで、一つの案として、封入流体の圧力を制御するための電磁駆動手段に代えて空気
圧式アクチュエータを採用することが提案されている。例えば、特許文献２等がそれであ
る。即ち、空気圧式アクチュエータは、車両の内燃機関の吸気系において発生する負圧と
大気圧を利用することにより、簡単でコンパクトな構造をもって実現され得ることから、
空気圧式アクチュエータを採用することにより、流体封入式エンジンマウント自体の構造
の簡略化やコンパクト化が図られ得ると共に、製造も容易となり製造コストの低減も図ら
れ得るのである。
【０００６】
しかしながら、本発明者が検討した結果、空気圧加振式では、大きな問題があることが判
った。即ち、電磁式駆動手段では、コイルへの通電電流を制御することにより、防振すべ
き振動に対応した略 sin波形の加振力を高精度に発生させることが可能となるが、空気圧
式アクチュエータは、基本的に、電磁バルブ等を用いて作用空気室を負圧源と大気圧とに
交互に切り換えることによって加振力を生ずるようになっていることから、発生する加振
力がＯＮ／ＯＦＦ的な矩形波形状のものとなる。そのために、発生する加振力が防振すべ
き振動の波形から外れてしまい、その対応しない部分の圧力変動分が、例えば高次の圧力
変動成分となることにより、特に高次の周波数域で防振性能が反対に悪化してしまうおそ
れがあるのである。
【０００７】
特に、自動車用エンジンマウントにおいては、車両走行状況等に応じて入力される振動が
異なり、車両走行時には、エンジンシェイク等の低周波大振幅振動と走行時のこもり音等
の高周波小振幅振動が問題となり易く、一方車両停車時には、アイドリング振動等の中周
波中振幅振動が問題となり易いのであり、防振すべき振動が広い周波数域に亘るという特
徴がある。そこにおいて、そのような広い周波数域の振動に対して、何れも有効な防振効
果を発揮せしめるための有効な方策が、構造が簡単でコンパクトな上述の如き空気圧式ア
クチュエータを備えたエンジンマウントにおいては、少なくとも未だ実現されていなかっ
たのである。
【０００８】
【特許文献１】
特開２０００－２１３５８６号公報
【特許文献２】
特開平１０－１８４７６９号公報
【０００９】
【解決課題】
ここにおいて、本発明は上述の如き事情を背景として為されたものであって、その解決課
題とするところは、能動的な防振効果を利用することにより、エンジンシェイク等の低周
波振動やアイドリング振動等の中周波振動およびこもり音等の高周波振動の何れに対して
も有効な防振効果を発揮し得る、構造が簡単で且つコンパクトな流体封入式エンジンマウ
ントを提供することにある。
【００１０】
【解決手段】
以下、このような課題を解決するために為された本発明の態様を記載する。なお、以下に
記載の各態様において採用される構成要素は、可能な限り任意の組み合わせで採用可能で
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ある。また、本発明の態様乃至は技術的特徴は、以下に記載のものに限定されることなく
、明細書全体および図面に記載され、或いはそれらの記載から当業者が把握することの出
来る発明思想に基づいて認識されるものであることが理解されるべきである。
【００１１】
（本発明の態様１）
　本発明の態様１の特徴とするところは、（ａ）車両のパワーユニット側に取り付けられ
る第一の取付部材と、（ｂ）該第一の取付部材に対して離隔配置されて、前記車両のボデ
ー側に取り付けられる第二の取付部材と、（ｃ）それら第一の取付部材と第二の取付部材
を弾性連結する本体ゴム弾性体と、（ｄ）該本体ゴム弾性体で壁部の一部が構成されて振
動入力時に圧力変動が生ぜしめられる、非圧縮性流体が封入された受圧室と、（ｅ）可撓
性膜で壁部の一部が構成されて容積変化が許容される、非圧縮性流体が封入された平衡室
と、（ｆ）該平衡室を前記受圧室に接続せしめて、それら両室間で流動せしめられる流体
の共振作用がエンジンシェイク等の低周波大振幅の振動周波数域で生ぜしめられるように
チューニングされた第一のオリフィス通路と、（ｇ）前記受圧室の壁部の別の一部を構成
して、走行時こもり音等の高周波小振幅の振動周波数域で該受圧室の圧力変動の吸収作用
が発揮されるようにチューニングされた仕切ゴム弾性板と、（ｈ）前記受圧室に対して該
仕切ゴム弾性板を挟んで反対側に形成されて非圧縮性流体が封入された加振室と、（ｉ）
該加振室を前記受圧室に接続せしめて、それら両室間で流動せしめられる流体の共振作用
がアイドリング振動等の中周波中振幅の振動周波数域で生ぜしめられるようにチューニン
グされた第二のオリフィス通路と、（ｊ）前記仕切ゴム弾性板よりも小さな拡張ばねを有
しており、前記加振室の壁部の一部を構成する加振ゴム弾性板と、（ｋ）前記加振室に対
して前記加振ゴム弾性板を挟んで反対側に形成された作用空気室と、（ｌ）該作用空気室
に接続されて、該作用空気室の圧力を外部から制御するための空気圧通路と、（ｍ）該空
気圧通路を通じて前記作用空気室に及ぼされる空気圧を制御せしめて、前記車両の停車時
にはアイドリング振動に対応する周波数で該作用空気室に空気圧変動を及ぼす一方、車両
走行時には該作用空気室を略大気圧とする空気圧制御手段とを、含んで構成されて、且つ
、（ｎ）前記第二の取付部材を筒体形状とし、該第二の取付部材の一方の開口部側に前記
第一の取付部材を離隔配置せしめて、それら第一の取付部材と第二の取付部材を前記本体
ゴム弾性体で連結することにより該第二の取付部材の一方の開口部を流体密に覆蓋すると
共に、該第二の取付部材の他方の開口部を前記可撓性膜で流体密に覆蓋する一方、該第二
の取付部材の内部において軸方向で互いに重ね合わせた第一の仕切部材と第二の仕切部材
を該第二の取付部材によって固定的に支持せしめて、該第一の仕切部材と該本体ゴム弾性
体の間に前記受圧室を形成すると共に、該第二の仕切部材と該可撓性膜の間に前記平衡室
を形成し、更に該第二の仕切部材の該第一の仕切部材に対する重ね合わせ面側に設けた凹
所を前記加振ゴム弾性板で流体密に覆蓋することにより前記作用空気室を形成すると共に
、該加振ゴム弾性板と該第一の仕切部材の間に前記加振室を形成し、該加振室と該受圧室
を仕切る該第一の仕切部材に設けた透孔を前記仕切ゴム弾性板で流体密に閉塞せしめて、
（ｏ）それら仕切ゴム弾性板及び加振ゴム弾性板をそれぞれ前記第一の仕切部材及び前記
第二の仕切部材の各中央部分に円板形状をもって配設することにより離隔して対向位置せ
しめると共に、該仕切ゴム弾性板よりも該加振ゴム弾性板を大径として該仕切ゴム弾性板
の全体を軸方向において該加振ゴム弾性板で覆い、更に、（ｐ）前記仕切ゴム弾性板及び
前記加振ゴム弾性板の外周側に位置して前記第一のオリフィス通路と前記第二のオリフィ
ス通路を形成した車両用流体封入式エンジンマウントにある。
【００１２】
このような本態様に従う構造とされた流体封入式エンジンマウントにおいては、車両の停
車時には、アイドリング振動に対応する周波数で加振される作用空気室の圧力変動で加振
ゴム弾性板が加振されて加振室に圧力変動が生ぜしめられると、受圧室と加振室の相対的
な圧力差に基づいて第二のオリフィス通路を通じての流体流動が生ぜしめられることとな
る。そして、第二のオリフィス通路を流動せしめられる流体の共振作用に基づいて加振室
の圧力変動が受圧室に効率的に及ぼされて、受圧室が能動的な圧力制御されることにより
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、第一の取付部材と第二の取付部材の間に入力される振動に対して相対的乃至は積極的な
防振効果が発揮され得る。
【００１３】
一方、車両の走行時には、主にエンジンシェイク等の低周波振動と走行時のこもり音等の
高周波振動が問題となり易いが、低周波振動は、その入力に伴って受圧室と平衡室の間に
惹起される相対的な圧力変動に基づいて第一のオリフィス通路を通じて流動せしめられる
流体の共振作用に基づいて受動的な防振効果が有効に発揮され得る。また、高周波振動に
対しては、第一のオリフィス通路が実質的に閉塞状態となるが、高周波振動の振幅は充分
に小さいことから、受圧室の壁部の一部を構成する仕切ゴム弾性板の弾性変形に基づいて
高周波振動に伴って惹起される受圧室の圧力変動が吸収低減されることとなって、低動ば
ね特性に基づく能動的な防振効果が有効に発揮されることとなる。
【００１４】
それ故、本態様に係るエンジンマウントにあっては、空気圧式のコンパクトで簡単な構造
のアクチュエータを利用して、低周波から中周波および高周波の広い周波数領域に亘る各
種振動に対して、何れも有効な防振効果を得ることが出来るのである。
【００１５】
しかも、本態様においては、加振ゴム弾性板の拡張ばねが仕切ゴム弾性板よりも小さくさ
れていることから、例えば、アイドリング振動等の中周波振動の防振に際して加振ゴム弾
性板に加振力を及ぼして加振室に圧力変動を生ぜしめた場合に、仕切ゴム弾性板の弾性変
形に基づいた加振室の圧力吸収が抑えられて、加振室に有効な圧力変動が生ぜしめられる
ことにより、第二のオリフィス通路を通じての流体流動量が確保されて、第二のオリフィ
ス通路を通じての圧力伝達に基づく能動的な防振効果が、有効に発揮されるようになって
いる。そこにおいて、第二のオリフィス通路が中周波数域にチューニングされていること
により、この第二のオリフィス通路がローパスフィルタのように作用して、防振すべき中
周波振動の２次や３次、或いはそれ以上の高調波成分の受圧室への伝達が抑えられること
となり、それら高調波成分の受圧室への伝達に基づく能動的な防振効果が一層安定して発
揮され得る。
【００１６】
また、車両走行時にエンジンシェイク等の低周波大振幅振動が及ぼされた場合には、仕切
ゴム弾性板の弾性変形量がそれ自体の大きなばね剛性で抑えられることにより、受圧室の
低周波数域での圧力変動の仕切ゴム弾性板の弾性変形に伴う吸収が回避され得て、受圧室
に有効な圧力変動が生ぜしめられることとなる。その結果、第一のオリフィス通路を通じ
ての流体流動量が効率的に確保され得て、かかる流体の共振作用に基づく受動的な防振効
果が一層効果的に発揮され得るのである。
【００１７】
更にまた、車両走行時にこもり音等の高周波小振幅振動が及ぼされた場合には、第一及び
第二のオリフィス通路が実質的に閉塞状態となってしまうが、仕切ゴム弾性板の微小弾性
変形が許容されることにより、受圧室に惹起される微小な圧力変動が吸収され得て、良好
な防振効果が発揮され得るのである。
【００１８】
従って、本態様に係るエンジンマウントは、空気圧式アクチュエータを利用したことによ
り少ない部品点数で、簡単で且つコンパクトな全体構造を実現せしめ得たのであり、しか
も、低周波数域から中周波数域更に高周波数域まで亘る広い周波数域の振動に対して、能
動的防振効果と受動的防振効果を、適宜に採用して有効な防振効果を得ることが可能とな
るのである。なお、本態様において、拡張ばねとは、室を単位容積だけ変化させるのに必
要な室壁部に及ぼされる圧力変動の大きさに対応するものである。
【００２０】
　また、本態様に従う構造とされた流体封入式エンジンマウントにおいては、それぞれ非
圧縮性流体が封入された受圧室，平衡室及び加振室と、外部から空気圧変動が及ぼされる
作用空気室を、効率的な配設スペースをもって形成することが出来るのであり、それによ
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って、本発明に従う構造とされた流体封入式防振装置が、より一層コンパクトに実現可能
となる。
【００２１】
【発明の実施形態】
以下、本発明を更に具体的に明らかにするために、本発明の実施形態について、図面を参
照しつつ、詳細に説明する。
【００２２】
先ず、図１～２には、本発明の一実施形態としての自動車用エンジンマウント１０が示さ
れている。このエンジンマウント１０は、第一の取付部材としての第一の取付金具１２と
第二の取付部材としての第二の取付金具１４が離隔配置されていると共に、それら第一の
取付金具１２と第二の取付金具１４が本体ゴム弾性体１６で弾性連結された構造を有して
おり、第一の取付金具１２が自動車のパワーユニット側に取り付けられる一方、第二の取
付金具１４が自動車のボデー側に取り付けられることによって、パワーユニットをボデー
に対して防振支持せしめるようになっている。なお、以下の説明において、上下方向とは
、原則として、図１中の上下方向をいうものとする。
【００２３】
より詳細には、第一の取付金具１２は、略逆円錐台形状を有しており、その大径側端部に
は、軸方向上方に向かって突出するナット部１８が一体形成されている。そして、ナット
部１８のねじ穴２０に螺着される図示しないボルトにより、第一の取付金具１２がパワー
ユニット側に取り付けられるようになっている。
【００２４】
また、第一の取付金具１２には、本体ゴム弾性体１６が加硫接着されている。かかる本体
ゴム弾性体１６は、下方に向かって拡径する全体として大径の略円錐台形状を呈している
と共に、大径側端面に開口する逆すり鉢形状の凹部２２を有している。そして、本体ゴム
弾性体１６の小径側端面から第一の取付金具１２が軸方向下方に差し込まれた状態で同一
中心軸上に配されて加硫接着されている。また、本体ゴム弾性体１６の大径側端部外周面
には、大径円筒形状の金属スリーブ２４が重ね合わされて加硫接着されている。
【００２５】
一方、第二の取付金具１４は、大径の略段付き円筒形状を有しており、軸方向中間部分に
形成された段差部２６を挟んで、軸方向上部が大径部２８とされていると共に、軸方向下
部が小径部３０とされている。また、これら大径部２８および小径部３０の内周面には、
それぞれ、略全面を覆う薄肉のシールゴム層３２が設けられて加硫接着されていると共に
、小径部３０側の開口部には、略薄肉の円板形状を有する薄肉ゴム膜からなるダイヤフラ
ム３４が配されており、このダイヤフラム３４の外周縁部が第二の取付金具１４の開口周
縁部に加硫接着されることによって、第二の取付金具１４の下側開口部が流体密に閉塞さ
れている。なお、本実施形態では、ダイヤフラム３４が、シールゴム層３２と一体成形さ
れており、かかるダイヤフラム３４によって可撓性膜が構成されている。
【００２６】
そして、第二の取付金具１４は、その大径部２８が金属スリーブ２４に外挿されて、圧入
や絞り加工等で嵌着固定されることによって、本体ゴム弾性体１６の外周面に固着されて
いる。これにより、第一の取付金具１２と第二の取付金具１４が、防振すべき振動の主た
る入力方向となる略同一の中心軸上に位置するようにして、相互に離隔して配設されてお
り、本体ゴム弾性体１６によって弾性的に連結されている。また、第二の取付金具１４の
大径部２８が本体ゴム弾性体１６に固着されることにより、第二の取付金具１４の上側開
口部が本体ゴム弾性体１６によって流体密に閉塞されている。
【００２７】
さらに、第二の取付金具１４には、図示しないブラケット等の支持部材が組み付けられて
、該支持部材が図示しない自動車のボデーに対してボルト等で固定されることにより、第
二の取付金具１４がボデーに対して固定的に取り付けられるようになっている。
【００２８】
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また、第二の取付金具１４には、その小径部３０に仕切部材３６が収容されており、本体
ゴム弾性体１６とダイヤフラム３４の対向面間に配されている。この仕切部材３６は、金
属や合成樹脂等の硬質材で形成されており、略厚肉円板状のブロック形状を有している。
そして、かかる仕切部材３６は、第二の取付金具１４の小径部３０に嵌め込まれて、該小
径部３０への圧入組付けや、該小径部３０の絞り加工等によって、その外周面が、小径部
３０に対して、シールゴム層３２を挟んで流体密に密着固定されている。このように仕切
部材３６が第二の取付金具１４内に組み付けられることによって、本体ゴム弾性体１６と
ダイヤフラム３４の間に形成されて、外部空間に対して密閉された領域が、該仕切部材３
６によって流体密に二分されており、以て、仕切部材３６の上側には、壁部の一部が本体
ゴム弾性体１６で構成された主液室３８が形成されている一方、仕切部材３６の下側には
、壁部の一部がダイヤフラム３４で構成されて、該ダイヤフラム３４の変形に基づいて容
積変化が容易に許容される平衡室４０が形成されている。
【００２９】
そして、これら主液室３８と平衡室４０には、それぞれ、水やアルキレングリコール，ポ
リアルキレングリコール，シリコーン油等の非圧縮性流体が充填されて封入されている。
特に、本実施形態では、後述する流体の共振作用に基づく防振効果を有利に得るために、
０．１Ｐａ・ｓ以下の粘度を有する低粘性流体が好適に採用される。なお、仕切部材３６
の軸方向下端面には、中央部分に開口する下側凹所４２が形成されており、平衡室４０の
容積がこの下側凹所４２で有利に確保されるようになっている。
【００３０】
また、仕切部材３６には、凹所としての上面中央に開口する略すり鉢状の中央凹所４４が
形成されていると共に、該中央凹所４４の開口周縁部には、仕切部材３６の上方に向かっ
て突出する環状の係止突部４６が一体形成されている。そして、所定厚さの円板形状を有
する加振ゴム弾性板４８が、中央凹所４４の開口部に重ね合わされており、加振ゴム弾性
板４８の外周面に加硫接着された円筒形状の係止金具５０が、その下端開口部において仕
切部材３６の係止突部４６に外嵌されて、該係止突部４６に対して流体密にかしめ固定さ
れている。これにより、中央凹所４４の開口部が加振ゴム弾性板４８によって流体密に覆
蓋されており、以て、主液室３８や平衡室４０から独立した作用空気室５２が形成されて
いる。そして、後述するように、外部の空気圧源から空気圧変動が及ぼされるようになっ
ており、作用空気室５２の空気圧変動に基づいて加振ゴム弾性板４８に加振力が作用せし
められるようになっている。
【００３１】
更にまた、仕切部材３６には、空気通路５４が形成されており、この空気通路５４の一方
の開口端部が中央凹所４４に開口して作用空気室５２に連通せしめられている一方、空気
通路５４の他方の端部が、仕切部材３６の外周面に突設されたポート部５６に開口せしめ
られている。また、マウント装着状態下では、このポート部５６に外部の空気管路５８が
接続されており、かかる空気管路５８上に接続された切換弁６０が空気圧制御装置６３の
制御信号に従って切換作動されるようになっている。そして、切換弁６０の切換作動に基
づいて作用空気室５２が大気中と負圧源６２とに択一的に接続されることにより、作用空
気室５２に大気圧と負圧が択一的に及ぼされて、作用空気室５２の内圧が切換可能とされ
ている。なお、このことからも明らかなように、本実施形態では、作用空気室５２に接続
されて、作用空気室５２の圧力を外部から制御するための空気圧通路が、空気通路５４や
空気管路５８を含んで構成されていると共に、作用空気室５２に空気圧変動を及ぼす空気
圧制御手段が、空気圧制御装置６３や切換弁６０を含んで構成されている。
【００３２】
また、負圧源６２としては、例えばバキュームタンクやパワーユニットの吸気系統等が採
用され得る。更に、切換弁６０には、例えば電磁切換弁を採用し、空気圧制御装置６３に
より、かかる電磁切換弁を防振すべき振動に対応した制御信号で切換作動せしめることに
よって、作用空気室５２を負圧源６２と大気に択一的に連通させる構造が好適に実現され
る。そこにおいて、空気圧制御装置６３における電磁切換弁の制御信号の生成は、例えば
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、エンジン回転数やアクセル開度，走行速度等を各種センサで検出し、エンジンの点火信
号を参照信号として、適応制御やマップ制御等で、防振すべき振動に対応した周期や位相
，振幅を有する空気圧変動が作用空気室５２に及ぼされるように考慮して行なわれる。
【００３３】
さらに、本体ゴム弾性体１６と仕切部材３６の対向面間に形成された主液室３８には、全
体として略円板形状を有する隔壁部材６４が収容配置されている。この隔壁部材６４は、
金属や合成樹脂等の硬質材で形成された、それぞれ略円板形状を呈する上下の隔壁板６６
，６８を互いに軸方向に重ね合わせて固着した構造とされており、第二の取付金具１４の
軸直角方向に広がる状態で配設されている。そして、かかる隔壁部材６４の外周縁部が、
第二の取付金具１４の段差部２６と本体ゴム弾性体１６の軸方向端面の間で挟圧保持され
ることによって、隔壁部材６４が第二の取付金具１４に固定されている。これにより、主
液室３８が、隔壁部材６４を挟んで、本体ゴム弾性体１６側と仕切部材３６側とに流体密
に仕切られている。而して、本体ゴム弾性体１６と隔壁部材６４の間には、壁部の一部が
本体ゴム弾性体１６で構成されて、振動入力時に本体ゴム弾性体１６の弾性変形に伴う圧
力変化が生ぜしめられる受圧室７０が形成されている一方、隔壁部材６４と仕切部材３６
の間には、壁部の一部が加振ゴム弾性板４８で構成されて、該加振ゴム弾性板４８が作用
空気室５２の空気圧変動に基づいて加振されることにより圧力変動が直接に生ぜしめられ
る加振室７２が形成されている。なお、上述の説明からも明らかなように、本実施形態で
は、第一の仕切部材が、上下の隔壁板６６，６８からなる隔壁部材６４により形成されて
いると共に、第二の仕切部材が、仕切部材３６により形成されている。
【００３４】
また、仕切部材３６には、軸方向中間部分を周方向に所定長さで延びる外周凹溝７４が形
成されており、この外周凹溝７４が第二の取付金具１４の小径部３０で流体密に覆蓋され
ることによって流体流路が形成されている。そして、この外周凹溝７４で形成された流体
流路の一方の端部が、軸方向に延びる通孔７６を通じて、仕切部材３６の上端面において
中央凹所４４の外周側に開口せしめられている。また一方、外周凹溝７４で形成された流
体流路の他方の端部は、径方向内方に延びる図示しない通孔を通じて、下側凹所４２に開
口せしめられている。更にまた、下側隔壁板６８の外周縁部には、上方に向かって開口す
る溝形断面で周方向に延びる環状溝７８が形成されており、下方に向かって突設されたこ
の環状溝７８の形成部位において、下側隔壁板６８が係止金具５０に対して流体密に外嵌
固定されている一方、かかる環状溝７８が上側隔壁板６６で覆蓋されることによって環状
流路が形成されている。そして、この環状溝７８で形成された環状流路が、径方向で対向
する一方の位置において上側隔壁板６６に貫設された連通孔８０を通じて受圧室７０に接
続されている。更にまた、かかる環状溝７８で形成された環状流路において径方向で対向
する他方の位置では、下側隔壁板６８に貫設された接続孔８２を通じて、仕切部材３６の
外周凹溝７４で形成された流体流路に接続されている。また、該環状流路は、環状溝７８
の周方向中間部分に貫設された通孔８４を通じて加振室７２に接続されている。
【００３５】
これにより、環状溝７８で形成された環状流路と外周凹溝７４で形成された流体流路が相
互に直列的に接続されて、受圧室７０と平衡室４０を相互に連通せしめる第一のオリフィ
ス通路８６が形成されている。また、環状流路によって、受圧室７０と加振室７２を相互
に連通せしめる第二のオリフィス通路８８が形成されている。即ち、この第二のオリフィ
ス通路８８は、第一のオリフィス通路８６が通路長さ方向の中間部分で加振室７２に接続
されることにより、第一のオリフィス通路８６の一部を利用して形成されているのである
。
【００３６】
そして、振動入力時に本体ゴム弾性体１６の弾性変形に基づいて受圧室７０に圧力変動が
生ぜしめられた際に、受圧室７０と平衡室４０の間での相対的な圧力差に基づいて第一の
オリフィス通路８６を通じて、それら両室７０，４０間での流体流動が生ぜしめられるよ
うになっている。特に、本実施形態では、かかる第一のオリフィス通路８６が、エンジン
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シェイクに相当する例えば１０Hz前後の低周波大振幅の振動周波数域にチューニングされ
ている。それにより、低周波数域の入力振動に対して、第一のオリフィス通路８６を流動
せしめられる流体の共振作用等の流動作用に基づいて受動的な防振効果が発揮されるよう
になっている。
【００３７】
また、本実施形態では、第二のオリフィス通路８８が、自動車の停車時のアイドリング振
動に相当する例えば３０～５０Hz程度の中周波中振幅の振動周波数域にチューニングされ
ている。そして、中周波数域の振動入力時には、空気管路５８上の切換弁６０がアイドリ
ング振動に対応した周期と位相で繰り返し切換作動されることにより、大気圧と負圧源６
２の圧力差に相当する振幅で圧力変動が作用空気室５２に及ぼされることとなる。作用空
気室５２の空気圧変動に基づいて加振室７２に生ぜしめられる圧力変動を、第二のオリフ
ィス通路８８を流動せしめられる流体の共振作用等の流動作用に基づいて受圧室７０に対
して効率的に及ぼしめて、受圧室７０の圧力変動を積極的に調節することにより、能動的
な防振効果が発揮されるようになっている。
【００３８】
なお、第一及び第二のオリフィス通路８６，８８のチューニングは、例えば、受圧室７０
や平衡室４０，加振室７２の壁ばね剛性（単位容積だけ変化させるのに必要な圧力変化量
に対応する特性値）等を考慮しつつ、通路長さと通路断面積を調節することによって行う
ことが可能であり、一般に、オリフィス通路８６，８８を通じて伝達される圧力変動の位
相が変化して略共振状態となる周波数を、当該オリフィス通路８６，８８のチューニング
周波数として把握することが出来る。
【００３９】
さらに、隔壁部材６４を構成する上下の隔壁板６６，６８には、それぞれ中央部分に大径
の透孔９０が形成されており、この透孔９０内に仕切ゴム弾性板９２が配設されている。
かかる仕切ゴム弾性板９２は、薄肉の略円板形状を有していると共に、外周縁部には周方
向全体に亘って略一定の球状断面で延びる嵌着ゴム９４が一体形成されている。一方、透
孔９０の内周縁部には、上下の隔壁板６６，６８が相互に離隔せしめられることによって
、径方向内方に向かって開口する嵌着溝９６が、周方向の全周に亘って連続して形成され
ている。そして、この嵌着溝９６に嵌着ゴム９４が嵌め込まれて、上下の隔壁板６６，６
８が流体密にかしめ固定されることにより、仕切ゴム弾性板９２が軸直角方向に広がるよ
うにして隔壁部材６４に組み付けられている。これにより、仕切ゴム弾性板９２を挟んで
軸方向一方の側に形成された受圧室７０と他方の側に形成された加振室７２が流体密に仕
切られている。
【００４０】
特に本実施形態では、仕切ゴム弾性板９２が、受圧室７０の壁部の別の一部を構成して、
自動車の走行時のこもり音に相当する例えば５０～２００Hz程度の高周波小振幅の振動周
波数域で受圧室７０の圧力変動の吸収作用が発揮されるようにチューニングされていると
共に、仕切ゴム弾性板９２の拡張ばねが加振ゴム弾性板４８のそれよりも大きくされてい
る。
【００４１】
上述の如き構造とされた本実施形態のエンジンマウント１０においては、エンジンシェイ
ク等の低周波数域の振動入力時には、前述の如く、第一のオリフィス通路８６を通じて受
圧室７０と平衡室４０の間で流動せしめられる流体の共振作用に基づいて高減衰効果が発
揮されることにより、そのような低周波大振幅振動に対して有効な防振効果が発揮され得
る。
【００４２】
また、アイドリング振動等の中周波数域の振動入力時には、切換弁６０がアイドリング振
動に応じた周期と位相で繰り返し切換作動されることに伴い大気圧と負圧源６２の圧力差
に相当する振幅で圧力変動が作用空気室５２に及ぼされて、加振ゴム弾性板４８が加振さ
れて加振室７２に圧力変動が生ぜしめられると、受圧室７０と加振室７２の相対的な圧力
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差に基づいて第二のオリフィス通路８８を通じての流体流動が生ぜしめられることとなる
。そして、第二のオリフィス通路８８を流動せしめられる流体の共振作用に基づいて加振
室７２の圧力変動が受圧室７０に効率的に及ぼされて、受圧室７０が能動的に圧力制御さ
れることにより、第一の取付金具１２と第二の取付金具１４の間に入力される振動に対し
て相対的乃至は積極的な防振効果が発揮され得る。しかも、第二のオリフィス通路８８は
、アイドリング振動に対してチューニングされていることから、それより高周波数域の振
動に対する流通抵抗が反共振作用等によって著しく大きくなって、実質的には加振室７２
から受圧室７０への高周波数域の圧力伝達が防止されて、所謂フィルタ効果が発揮され得
る。
【００４３】
従って、特に発生加振力として、入力振動と対応関係が高い高精度制御可能な電磁式アク
チュエータを採用することなく、空気圧式のアクチュエータを採用した形態であっても、
加振室７２に発生する矩形波的な圧力変動のうち、高調波成分が第二のオリフィス通路８
８によって伝達低減されて、受圧室７０には防振すべき振動に対応した一次成分が高精度
に及ぼされるのであり、以て、目的とするアイドリング振動に対してより効果的な能動的
防振効果が発揮され得るのである。
【００４４】
さらに、本実施形態では、仕切ゴム弾性板９２の拡張ばね乃至は壁ばね剛性が加振ゴム弾
性板４８のそれよりも大きくされていることにより、アイドリング振動に対する能動的な
防振効果が仕切ゴム弾性板９２によって低下してしまうことがなく有利に発揮され得るの
である。
【００４５】
更にまた、本実施形態では、低周波大振幅の振動入力時にも、受圧室７０の圧力変動の振
幅が大きくされることから、高ばね剛性の仕切ゴム弾性板９２の弾性変形が、それ自体の
弾性に基づいて制限されることとなり、振動入力に伴う受圧室７０の圧力変動が仕切ゴム
弾性板９２の弾性変形で吸収されてしまうことが防止されることとなり、それによって、
第一のオリフィス通路８６の流体流動量が有効に確保されて、上述の如き低周波大振幅振
動に対して有効な防振効果が発揮され得る。
【００４６】
また、走行こもり音等の高周波数域の入力振動に対しては、第一のオリフィス通路８６が
実質的に閉塞状態となるが、高周波振動の振幅は充分に小さいことから、受圧室７０の壁
部の一部を構成する仕切ゴム弾性板９２の弾性変形に基づいて高周波振動に伴って惹起さ
れる受圧室７０の圧力変動が低減されることとなって、低動ばね特性に基づく能動的な防
振効果が有利に発揮され得る。なお、走行こもり音等の高周波振動やエンジンシェイク等
の低周波振動が及ぼされることとなる車両走行時には、空気圧制御装置６３で切換弁６０
を制御して、作用空気室５２を大気中に連通状態とするか、或いは切換弁６０を閉じて作
用空気室５２を大気圧で密閉状態とすること等によって、作用空気室５２が略大気圧に維
持されるようにされる。
【００４７】
それ故、本実施形態のエンジンマウント１０においては、空気圧式アクチュエータを採用
したことにより、少ない部品点数で、簡単で且つコンパクトな全体構造が実現され得るの
であり、しかも、低周波数域から中周波数域更に高周波数域まで亘る広い周波数域の振動
に対して、能動的防振効果と受動的防振効果を適宜に採用して有効な防振効果が発揮され
得るのである。
【００４８】
以上、本発明の一実施形態について詳述してきたが、これはあくまでも例示であって、本
発明は、かかる実施形態における具体的な記載によって、何等、限定的に解釈されるもの
でない。
【００４９】
例えば、第一のオリフィス通路８６や第二のオリフィス通路８８のそれぞれのチューニン
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グ周波数は、要求される防振特性に応じて適宜に設定されるものであって、何等、限定さ
れるものでないことは言うまでもない。
【００５０】
更にまた、第一のオリフィス通路８６や第二のオリフィス通路８８の具体的な構造は、何
等限定されるものでなく、マウント本体の構造や、マウントサイズ等を考慮して、適宜に
変更可能である。そこにおいて、例えば前記実施形態では、第一のオリフィス通路８６の
一部を利用する形態で第二のオリフィス通路８８が形成されていたが、それら第一のオリ
フィス通路８６と第二のオリフィス通路８８を、互いに独立した流路構造をもって形成し
ても良い。
【００５１】
加えて、前記実施形態では、本発明を自動車用のエンジンマウントに適用したものの具体
例を示したが、その他、本発明は、特に複数の乃至は広い周波数域に亘る振動に対して防
振効果が要求される各種振動部材における防振装置に対して、何れも、有効に適用され得
る。
【００５２】
【実施例】
次に、本発明に係る車両用流体封入式エンジンマウントの防振特性についてより具体的に
明らかにするために、以下に本発明の一実施例を説明するが、本発明はかかる実施例のみ
に限定されるものでない。
【００５３】
先ず、実施例として、前記実施形態に示される如きエンジンマウント１０を準備すると共
に、比較例として、エンジンマウント１０における隔壁部材６４に透孔９０を設けないで
、受圧室７０と加振室７２の隔壁全体を剛性部材としたエンジンマウントを準備する。そ
して、これら実施例および比較例について、それぞれ、受動的な防振特性を実測した。そ
の結果を図２に示す。なお、かかる実験に際しては、第一の取付金具１２と第二の取付金
具１４の間にパワーユニットの支持荷重に相当する初期荷重を及ぼした状態下で、それら
第一および第二の取付金具１２，１４を軸方向に加振した際の絶対ばね定数を測定した。
【００５４】
図２の結果からも、本実施例のエンジンマウントにおいては、仕切ゴム弾性板９２を設け
ていない比較例のエンジンマウントに比して、アイドリング振動を越えた高周波数域での
受動的な防振効果が極めて有効に発揮されることが認められる。
【００５５】
また、前記実施形態におけるエンジンマウント１０の能動的な防振特性についても測定し
た。その結果を図３に示す。なお、かかる実験に際しては、第一および第二の取付金具１
２，１４間にパワーユニットの支持荷重に相当する初期荷重を及ぼした状態下で、切換弁
６０を切換作動せしめる周期を低周波数域から高周波数域まで変化せしめて、大気圧と負
圧源の圧力差に相当する振幅で圧力変動を作用空気室５２に及ぼした際の発生加振力と加
振周波数の関係について調べた。
【００５６】
図３からも、第二のオリフィス通路８８のチューニング周波数である略３０Hzを越えた高
周波数域では、加振周波数の高調波成分（２次と３次）の発生加振力の伝達力が充分に小
さく抑えられていることが明らかである。
【００５７】
それ故、高調波成分の伝達に起因する、高次周波数域での振動の悪化が回避されると共に
、アイドリング周波数域（３０～５０Hzあたり）では、大きな加振力が効率的に発揮され
ており、能動的防振効果が有効に発揮されることが認められる。
【００５８】
【発明の効果】
上述の説明から明らかなように、本発明に従う構造とされた車両用流体封入式エンジンマ
ウントにおいては、エンジンシェイクやアイドリング振動、走行こもり音等の複数の乃至
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は広い周波数域に亘る入力振動に応じて、受動的防振効果と能動的防振効果を適宜に採用
されることから、有効な防振効果が発揮され得るのであり、しかも、空気圧式アクチュエ
ータを利用したことにより、少ない部品点数で、簡単で且つコンパクトな全体構造が実現
され得るのである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態としての自動車用エンジンマウントを示す縦断面説明図であ
る。
【図２】本発明の一実施例としてのエンジンマウントの受動的な防振特性について測定し
た結果を、比較例と共に併せ示すグラフである。
【図３】本発明の一実施例としてのエンジンマウントの能動的な防振特性について測定し
た結果を示すグラフである。
【符号の説明】
１０　エンジンマウント
１２　第一の取付金具
１４　第二の取付金具
１６　本体ゴム弾性体
３４　ダイヤフラム
４０　平衡室
４８　加振ゴム弾性板
５２　作用空気室
５４　空気通路
５８　空気管路
６０　切換弁
６２　負圧源
６３　空気圧制御装置
７０　受圧室
７２　加振室
８６　第一のオリフィス通路
８８　第二のオリフィス通路
９２　仕切ゴム弾性板
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