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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の取付部材と第２の取付部材が本体ゴム弾性体によって弾性連結されており、壁部
の一部が該本体ゴム弾性体で形成された受圧液室と、壁部の一部が可撓性膜で構成された
平衡液室が形成されていると共に、それら受圧液室と平衡液室を相互に連通するオリフィ
ス通路が形成されている一方、該第２の取付部材によって支持された仕切部材を挟んで該
受圧液室と反対側には壁部の一部が加振部材で構成された加振液室が形成されており、該
第２の取付部材によって支持されるアクチュエータの発生駆動力が該加振部材を介して該
加振液室に及ぼされるようにした流体封入式能動型防振装置において、
　前記仕切部材の内部には収容空所が形成されていると共に、該収容空所には外周部分を
該仕切部材によって支持された可動膜が配設されている一方、
　該可動膜の厚さ方向一方の面と対向する該収容空所の壁部には前記オリフィス通路より
も高周波数にチューニングされたフィルタオリフィスが形成されて、該収容空所が該フィ
ルタオリフィスを通じて該受圧液室と該加振液室の何れか一方に連通されていると共に、
該可動膜の厚さ方向他方の面と対向する該収容空所の壁部には開放孔が形成されて、該収
容空所が該開放孔を通じて該受圧液室と該加振液室の何れか他方に連通されており、
　更に該可動膜には厚さ方向に貫通する通孔が形成されて、振動が入力されていない静置
状態で該通孔が該受圧液室と該加振液室とを連通する連通状態とされていると共に、少な
くとも一方の該収容空所の内面へ該可動膜が当接した状態でも該通孔の該連通状態が維持
されていること
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を特徴とする流体封入式能動型防振装置。
【請求項２】
　前記可動膜の厚さ方向一方の面が前記収容空所の壁面に対して離隔して対向していると
共に、該可動膜の厚さ方向他方の面が該収容空所の壁面に対して重ね合わされており、前
記開放孔の断面積が前記フィルタオリフィスの断面積よりも大きくされている請求項１に
記載の流体封入式能動型防振装置。
【請求項３】
　前記開放孔を通じて前記加振液室と前記収容空所が連通されていると共に、前記通孔が
該開放孔と位置合わせされて相互に連通されている一方、前記加振部材が前記第２の取付
部材に対してばね手段で弾性連結されており、該加振部材が前記アクチュエータの発生駆
動力によって前記仕切部材に対して離隔変位すると共に、該アクチュエータの発生駆動力
の解除によって該ばね手段の弾性に基づいて初期位置に復帰するようにした請求項２に記
載の流体封入式能動型防振装置。
【請求項４】
　前記通孔の通路断面積（Ａ）と通路長（Ｌ）の比（Ａ／Ｌ）が、前記フィルタオリフィ
スの通路断面積と通路長の比以上とされている請求項１～３の何れか１項に記載の流体封
入式能動型防振装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、自動車のエンジンマウント等に適用される流体封入式防振装置に係
り、特に、外部から及ぼされる加振力に基づいて能動的な防振効果が発揮されるようにさ
れた、流体封入式能動型防振装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、例えば、自動車のエンジンマウント等に適用される防振装置の一種として、
内部に封入された流体の流動作用等を利用する流体封入式防振装置が知られている。この
流体封入式防振装置は、第１の取付部材と第２の取付部材が本体ゴム弾性体によって弾性
連結されていると共に、壁部の一部が本体ゴム弾性体で構成された受圧液室と、壁部の一
部が可撓性膜で構成された平衡液室が、オリフィス通路によって相互に連通された構造を
有している。更に、特開２００９－９２２３５号公報（特許文献１）等においては、電磁
式アクチュエータや空気圧式アクチュエータの加振力を流体室に及ぼすことで能動的な防
振効果が発揮されるようにした、流体封入式能動型防振装置も提案されている。流体封入
式能動型防振装置は、受圧液室に連通された加振液室を備えており、加振液室の壁部の一
部が加振部材で構成されていると共に、加振部材がアクチュエータによって加振変位され
るようになっている。そして、アクチュエータの発生駆動力が、加振力として加振液室に
及ぼされて受圧液室に伝達されることにより、入力振動に対する相殺的な防振効果が発揮
されるようになっている。
【０００３】
　ところで、流体封入式能動型防振装置では、エンジンシェイク等の低周波大振幅振動が
入力された場合に、受圧液室の内圧変動が加振部材の変位によって吸収されて、オリフィ
ス通路を通じての流体流動量が減少する結果、防振性能が低下するという問題があった。
そこで、特許文献１では、受圧液室と加振液室を隔てる仕切部材に収容空所が設けられて
おり、収容空所が受圧液室と加振液室に連通されていると共に、その収容空所内に変形を
制限された可動板が配設されている。これによれば、低周波大振幅振動の入力時には、可
動板が収容空所の上下壁面に密着して、収容空所の受圧液室又は加振液室への連通孔を遮
断することで、受圧液室の圧力変動が加振部材の変位によって吸収されることなく効率的
に惹起される。しかも、高周波小振幅振動の入力時には、可動板が収容空所内で微小変位
することによって、受圧液室と加振液室が収容空所を通じて連通されて、加振液室に及ぼ
される加振力が受圧液室に伝達されることにより、能動的な防振効果が発揮される。
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【０００４】
　しかしながら、特許文献１のような可動板を利用した切替機構では、大振幅の振動入力
によって硬質の可動板が収容空所の上下壁面に密着して加振液室が密閉されると、アクチ
ュエータによる加振部材の加振変位が加振液室の液圧等によって妨げられるおそれがある
。それ故、車両の要求特性によっては、能動的な防振効果をより安定して且つ高度に発揮
可能とされた構造が求められ得る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－９２２３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上述の事情を背景に為されたものであって、その解決課題は、オリフィス通
路による受動的な防振効果と、外部から及ぼされる加振力による能動的な防振効果とが、
何れも有効に発揮される、新規な構造の流体封入式能動型防振装置を提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　すなわち、本発明の第１の態様は、第１の取付部材と第２の取付部材が本体ゴム弾性体
によって弾性連結されており、壁部の一部が該本体ゴム弾性体で形成された受圧液室と、
壁部の一部が可撓性膜で構成された平衡液室が形成されていると共に、それら受圧液室と
平衡液室を相互に連通するオリフィス通路が形成されている一方、該第２の取付部材によ
って支持された仕切部材を挟んで該受圧液室と反対側には壁部の一部が加振部材で構成さ
れた加振液室が形成されており、該第２の取付部材によって支持されるアクチュエータの
発生駆動力が該加振部材を介して該加振液室に及ぼされるようにした流体封入式能動型防
振装置において、前記仕切部材の内部には収容空所が形成されていると共に、該収容空所
には外周部分を該仕切部材によって支持された可動膜が配設されている一方、該可動膜の
厚さ方向一方の面と対向する該収容空所の壁部には前記オリフィス通路よりも高周波数に
チューニングされたフィルタオリフィスが形成されて、該収容空所が該フィルタオリフィ
スを通じて該受圧液室と該加振液室の何れか一方に連通されていると共に、該可動膜の厚
さ方向他方の面と対向する該収容空所の壁部には開放孔が形成されて、該収容空所が該開
放孔を通じて該受圧液室と該加振液室の何れか他方に連通されており、更に該可動膜には
厚さ方向に貫通する通孔が形成されて、振動が入力されていない静置状態で該通孔が該受
圧液室と該加振液室とを連通する連通状態とされていると共に、少なくとも一方の該収容
空所の内面へ該可動膜が当接した状態でも該通孔の該連通状態が維持されていることを、
特徴とする。
【０００８】
　このような第１の態様に従う構造とされた流体封入式能動型防振装置によれば、可動膜
には厚さ方向に貫通する通孔が形成されていることから、アクチュエータによる加振部材
の変位時には、可動膜の微小変形に加えて、受圧液室と加振液室の間で通孔を通じた流体
流動が生じ得る。これにより、加振部材は、加振液室の液圧によって拘束されることなく
、容易に変位可能とされることから、大きな加振振幅が確保されて、中乃至高周波数の入
力振動に対して目的とする能動的な防振効果を有効に得ることができる。
【０００９】
　また、低周波大振幅振動の入力時には、可動膜が収容空所の壁面に当接して拘束される
ことにより、可動膜の微小変形による受圧液室と加振液室の間での液圧の伝達が防止され
て、受圧液室の内圧変動が効率的に惹起されることから、オリフィス通路を通じた流体の
流動量が確保されて、流体の流動作用に基づいた受動的な防振効果が有効に発揮される。
【００１０】
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　本発明の第２の態様は、第１の態様に記載された流体封入式能動型防振装置において、
前記可動膜の厚さ方向一方の面が前記収容空所の壁面に対して離隔して対向していると共
に、該可動膜の厚さ方向他方の面が該収容空所の壁面に対して重ね合わされており、前記
開放孔の断面積が前記フィルタオリフィスの断面積よりも大きくされているものである。
【００１１】
　第２の態様によれば、大振幅振動の入力によって可動膜が厚さ方向一方の側に大きく変
形すると、可動膜が収容空所の壁面に密着して、フィルタオリフィスが可動膜によって閉
塞される。また、大振幅振動の入力によって可動膜が厚さ方向他方の側に大きく変形しよ
うとする場合には、可動膜が開放孔の開口周縁部への当接によって拘束されて、可動膜の
変形量が制限される。これらによって、受圧液室と加振液室の間での流体流動が可動膜で
制限されることから、受圧液室の圧力が加振液室に伝達されて加振部材の変位で吸収され
るのを防ぐことができる。従って、受圧液室と平衡液室の相対的な圧力差が大きくなって
、オリフィス通路を通じての流体流動量が確保されることから、流体の流動作用に基づい
た防振効果を有効に得ることができる。
【００１２】
　一方、可動膜の厚さ方向一方の側への微小変形が、可動膜と収容空所の壁面との対向面
間のスペースによって許容されていると共に、可動膜の厚さ方向他方の側への微小変形が
、可動膜が開放孔に入り込むことで許容されている。それ故、高周波小振幅振動の入力時
には、アクチュエータの発生駆動力が、可動膜の微小変形によっても加振液室から受圧液
室に伝達されて、振動の相殺作用等に基づいた能動的な防振効果が有効に発揮される。
【００１３】
　特に、開放孔の断面積がフィルタオリフィスの断面積よりも大きくされていることから
、可動膜の開放孔側への弾性変形量が、小振幅振動に対する能動的な防振作用を充分に得
ることができる程、充分に大きく確保される。それ故、可動膜の変形が不必要に小さくな
るのを防ぐことができて、目的とする防振効果が有効に発揮される。
【００１４】
　しかも、収容空所内で自由に変位する可動板とは異なり、可動膜は、それ自体の弾性に
基づいて初期位置に復帰するようになっている。そして、可動膜は、初期位置において、
収容空所の壁面との対向面間のスペースと、開放孔とによって微小変形を許容されている
。それ故、加振液室に及ぼされる加振力（アクチュエータの発生駆動力）が安定して受圧
液室に伝達されて、目的とする防振効果が有効に発揮される。
【００１５】
　また、可動膜の厚さ方向他方の面が収容空所の壁面に重ね合わされており、可動膜の微
小変形が開放孔によって許容される構造によれば、可動膜の厚さ方向での微小変形が、厚
さ方向両側において収容空所の壁面との対向面間のスペースで許容される場合に比して、
仕切部材の軸方向寸法を小さくすることができる。これにより、コンパクトな流体封入式
能動型防振装置を実現することができる。
【００１６】
　本発明の第３の態様は、第２の態様に記載された流体封入式能動型防振装置において、
前記開放孔を通じて前記加振液室と前記収容空所が連通されていると共に、前記通孔が該
開放孔と位置合わせされて相互に連通されている一方、前記加振部材が前記第２の取付部
材に対してばね手段で弾性連結されており、該加振部材が前記アクチュエータの発生駆動
力によって前記仕切部材に対して離隔変位すると共に、該アクチュエータの発生駆動力の
解除によって該ばね手段の弾性に基づいて初期位置に復帰するようにしたものである。
【００１７】
　第３の態様によれば、アクチュエータの発生駆動力によって加振部材が仕切部材から離
隔する方向に変位する際に、通孔が開放孔と位置合わせされて相互に連通されていること
により、受圧液室から加振液室への通孔を通じた流体の流入が許容されて、加振部材の変
位による加振液室の液圧変動が低減される。それ故、加振部材の加振振幅が効率的に得ら
れて、能動的な防振効果が有効に発揮される。
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【００１８】
　また、可動膜が収容空所の受圧液室側の壁面に当接した状態では、面積の大きい開放孔
を通じて可動膜に作用する加振液室の液圧に基づいた力が、面積の小さいフィルタオリフ
ィスを通じて可動膜に作用する受圧液室の液圧に基づいた力に比して、支配的になる。そ
れ故、加振部材の加振変位に対する受圧液室の液圧の影響が抑えられて、能動的な防振効
果を安定して得ることができる。
【００１９】
　また、大振幅振動の入力時に問題となり易いばね手段の弾性に基づく液圧吸収は、可動
膜の変形が仕切部材への当接で制限されることによって、回避される。それ故、オリフィ
ス通路を通じての流体流動による防振効果が有効に発揮されて、優れた防振性能を実現す
ることができる。
【００２０】
　本発明の第４の態様は、第１～第３の何れか１つの態様に記載された流体封入式能動型
防振装置において、前記通孔の通路断面積（Ａ）と通路長（Ｌ）の比（Ａ／Ｌ）が、前記
フィルタオリフィスの通路断面積と通路長の比以上とされているものである。
【００２１】
　第４の態様によれば、フィルタオリフィスが反共振によって実質的に閉塞される周波数
領域まで通孔を通じた受圧液室と加振液室の間での流体流動が維持されることから、能動
的な防振効果がより有利に発揮される。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、可動膜に厚さ方向で貫通する通孔が形成されていることによって、ア
クチュエータによる加振部材の加振時に、可動膜の変形に加えて、通孔を通じて受圧液室
と加振液室の間で流体の流動が生じることから、加振液室の液圧の作用による加振部材の
拘束を緩和することができる。それ故、加振部材の加振振幅を大きくすることができて、
目的とする能動的な防振効果を有効に得ることができる。加えて、大振幅振動の入力時に
は、可動膜の変形が収容空所の壁面によって制限されることによって、オリフィス通路を
通じての流体流動量が確保され、流体の流動作用に基づいた受動的な防振効果が有効に発
揮される。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の１実施形態としてのエンジンマウントを示す縦断面図。
【図２】図１に示されたエンジンマウントを構成する第１隔壁板の平面図。
【図３】図１に示されたエンジンマウントを構成する第２隔壁板の平面図。
【図４】図１に示されたエンジンマウントを構成する可動膜の平面図。
【図５】図１に示されたエンジンマウントを構成する仕切部材の分解斜視図。
【図６】本発明の別の１実施形態としてのエンジンマウントを示す縦断面図。
【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、図面を参照しつつ説明する。
【００２５】
　図１には、本発明に従う構造とされた流体封入式能動型防振装置の１実施形態として、
自動車用のエンジンマウント１０が示されている。エンジンマウント１０は、第１の取付
部材１２と第２の取付部材１４が本体ゴム弾性体１６によって弾性連結された構造を有し
ており、第１の取付部材１２が図示しないパワーユニットに取り付けられると共に、第２
の取付部材１４が図示しない車両ボデーに取り付けられ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中の上下方向を言う。
【００２６】
　より詳細には、第１の取付部材１２は、全体として小径の略段付き円柱形状を呈してお
り、逆向きの略円錐台形状とされた下側固着部１８と、下側固着部１８の上端部よりも小



(6) JP 5719704 B2 2015.5.20

10

20

30

40

50

径で上方に向かって突出する円柱状の上側嵌合部２０とを、一体的に備えている。更に、
第１の取付部材１２には、中心軸上を延びて上面に開口するボルト孔２２が形成されてお
り、内周面に螺子山が形成されている。
【００２７】
　第２の取付部材１４は、薄肉大径の円環状とされており、略円筒形状とされた中間筒状
部２４の上端から軸方向上方に向かって次第に拡径する上端テーパ部２６が延び出してい
ると共に、下端から軸直角方向外方に向かって下端かしめ部２８が延び出している。
【００２８】
　そして、第１の取付部材１２が第２の取付部材１４の上方に同一中心軸上で配置されて
、それら第１の取付部材１２と第２の取付部材１４が本体ゴム弾性体１６によって弾性連
結されている。本体ゴム弾性体１６は、厚肉大径の略円錐台形状を呈しており、小径側端
部が第１の取付部材１２の下側固着部１８に加硫接着されていると共に、大径側端部が第
２の取付部材１４の上端テーパ部２６に加硫接着されている。なお、本体ゴム弾性体１６
は、第１の取付部材１２と第２の取付部材１４を備えた一体加硫成形品として形成されて
いる。また、第１の取付部材１２における下側固着部１８の上面および上側嵌合部２０の
外周面には、本体ゴム弾性体１６と一体形成されたゴム層が加硫接着されている。
【００２９】
　さらに、本体ゴム弾性体１６には、大径凹所３０が形成されている。大径凹所３０は、
本体ゴム弾性体１６の大径側端面に開口する凹所であって、第２の取付部材１４の内径よ
りも小さい逆向きの略すり鉢状を呈している。
【００３０】
　更にまた、本体ゴム弾性体１６における大径凹所３０の開口周縁部からは、シールゴム
層３２が下方に向かって延び出している。このシールゴム層３２は、薄肉大径の円筒形状
を呈するゴム弾性体であって、第２の取付部材１４の内周面を覆うように被着形成されて
いる。
【００３１】
　また、第２の取付部材１４には、可撓性膜３４が取り付けられている。可撓性膜３４は
、全体として環状であって、外周端の円筒部３６と内周端の円環板部３８とを円弧状の湾
曲部４０で連結した構造とされている。更に、可撓性膜３４の円環板部３８よりも内周側
には、環状の固着部４２が一体形成されている。
【００３２】
　さらに、可撓性膜３４の外周端部には、外周固定部材４４が加硫接着されている。外周
固定部材４４は、全体として略円筒形状を呈しており、上端部にフランジ部４６が設けら
れていると共に、下端部に段差部４７を介して筒状のかしめ片４８が一体形成されている
。そして、フランジ部４６を含めた外周固定部材４４の上端部に可撓性膜３４の外周端部
が加硫接着されている。なお、可撓性膜３４と一体形成された被覆ゴム層５０が、外周固
定部材４４の内周面におけるかしめ片４８を除いた略全体に亘って被着形成されている。
【００３３】
　更にまた、可撓性膜３４の内周端部を構成する固着部４２には、内周固定部材５２が加
硫接着されている。内周固定部材５２は、円環状とされており、軸方向に延びる円筒状と
された中間部分の両端から外周側に向かってそれぞれ端部フランジが延び出した形状とさ
れている。そして、内周固定部材５２の外周面に固着部４２が加硫接着されることにより
、可撓性膜３４が内周固定部材５２に加硫接着されている。なお、可撓性膜３４は、外周
固定部材４４と内周固定部材５２を備えた一体加硫成形品として形成されている。
【００３４】
　このような構造とされた可撓性膜３４は、外周固定部材４４のかしめ片４８が第２の取
付部材１４の下端かしめ部２８にかしめ固定されることにより、外周部分を第２の取付部
材１４によって支持されている。更に、可撓性膜３４は、内周固定部材５２が第１の取付
部材１２の上側嵌合部２０に外嵌されることにより、内周部分が第１の取付部材１２に取
り付けられている。
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【００３５】
　なお、第２の取付部材１４の中間筒状部２４および上端テーパ部２６が、外周固定部材
４４に対して全周に亘って内周側に離隔していると共に、本体ゴム弾性体１６において中
間筒状部２４の上端部と上端テーパ部２６との外周面に固着された部分が、外周固定部材
４４に対して被覆ゴム層５０を介して密着している。これにより、第２の取付部材１４の
中間筒状部２４および上端テーパ部２６と、外周固定部材４４との間には、環状のスペー
スが形成されている。
【００３６】
　また、第２の取付部材１４の下側開口部には、加振部材５４が配設されている。加振部
材５４は、略円板形状の加振板部５６と、加振板部５６の中心軸上で下方に向かって延び
出す連結ロッド部５８とを、一体的に備えている。
【００３７】
　また、加振部材５４は、第２の取付部材１４によって弾性支持されている。即ち、加振
部材５４の外周側には、略円環形状乃至は円板形状とされた支持部材６０が、所定距離を
隔てて配設されており、この支持部材６０が外周固定部材４４のかしめ片４８によって第
２の取付部材１４に対して固定されている。また、支持部材６０と加振板部５６の径方向
間には、ばね手段としての支持ゴム弾性体６２が配設されている。支持ゴム弾性体６２は
、外周側に向かって下傾する略円環板形状を有しており、内周面が加振板部５６の外周面
に加硫接着されていると共に、外周面が外周固定部材４４の内周面に加硫接着されている
。これにより、加振部材５４の加振板部５６と支持部材６０が支持ゴム弾性体６２によっ
て相互に弾性連結されて、加振部材５４が第２の取付部材１４によって弾性支持されてい
る。
【００３８】
　また、加振部材５４の上方には、仕切部材６４が配設されている。仕切部材６４は、全
体として中央部分が上方に突出する略段付き円板形状を呈しており、外周部分が支持部材
６０の上面に重ね合わされて、第２の取付部材１４によって支持されていると共に、中央
部分が加振部材５４および支持ゴム弾性体６２の上方に所定距離を隔てて配設されている
。
【００３９】
　そして、仕切部材６４を挟んだ上側には、壁部の一部が本体ゴム弾性体１６で構成され
て、振動入力時に内圧変動が惹起される受圧液室６６が形成されていると共に、仕切部材
６４を挟んだ下側には、壁部の一部が加振部材５４で構成された加振液室６８が形成され
ている。要するに、加振液室６８は、受圧液室６６に対して、仕切部材６４を挟んで反対
側に設けられている。
【００４０】
　さらに、本体ゴム弾性体１６を挟んで受圧液室６６と反対側（本体ゴム弾性体１６の外
周側）には、壁部の一部が可撓性膜３４で構成されて、容積変化が許容される平衡液室７
０が形成されている。なお、受圧液室６６と、加振液室６８と、平衡液室７０には、何れ
も非圧縮性流体が封入されている。この非圧縮性流体は、特に限定されるものではないが
、例えば、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、或い
はそれらの混合液等が好適に採用される。更に、後述する流体の流動作用に基づいた防振
効果を有利に得るためには、封入流体として０．１Ｐａ・ｓ以下の低粘性流体を採用する
ことが望ましい。
【００４１】
　また、第２の取付部材１４と外周固定部材４４の間に形成された環状のスペースが、第
２の取付部材１４の中間筒状部２４およびシールゴム層３２を径方向に貫通する第１連通
孔７２を通じて受圧液室６６に連通されていると共に、第２の取付部材１４の上端テーパ
部２６および本体ゴム弾性体１６を貫通する第２連通孔７４を通じて平衡液室７０に連通
されている。これにより、受圧液室６６と平衡液室７０を相互に連通するオリフィス通路
７６が形成されている。このオリフィス通路７６は、壁ばね剛性を考慮しつつ、通路断面
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積（Ａ）と通路長（Ｌ）の比を調節することによって、チューニング周波数がエンジンシ
ェイクに相当する１０Ｈｚ程度に設定されている。なお、第２の取付部材１４と外周固定
部材４４の間に形成された環状のスペースは、本体ゴム弾性体１６と一体形成された図示
しない隔壁部が周上の一部に設けられることで、一周弱の長さに区切られている。
【００４２】
　一方、加振部材５４の下方には、アクチュエータ７８が配設されている。アクチュエー
タ７８は、第２の取付部材１４によって支持される固定子８０と、固定子８０に対する軸
方向での相対変位を許容される可動子８２とを備えた、所謂、電磁式アクチュエータとさ
れている。
【００４３】
　固定子８０は、外周固定部材４４のかしめ片４８によって第２の取付部材１４にかしめ
固定されるハウジング８４を備えている。ハウジング８４は、底壁部中央に円形の貫通孔
が形成された略有底円筒形状のハウジング本体８６と、鉤状断面を呈するフランジ状の取
付部８８とを備えている。更に、取付部８８には、複数の脚部８９が外嵌固定されている
。なお、ハウジング本体８６の底壁部中央に形成された貫通孔は、異物の侵入を防ぐ等の
目的で閉塞されていても良い。
【００４４】
　さらに、ハウジング８４には、コイル部材９０が取り付けられている。コイル部材９０
は、円筒形状を呈するコイル９２の上面および内周面上部に上ヨーク９４が重ね合わされ
ていると共に、コイル９２の外周面および下面に下ヨーク９６が重ね合わされることによ
って形成されている。上ヨーク９４と下ヨーク９６は、何れも強磁性材料で形成されてお
り、コイル９２への通電時に磁路を形成するようになっている。また、上ヨーク９４の内
周端部と下ヨーク９６の内周端部は上下に離隔しており、コイル９２への通電時に、上下
ヨーク９４，９６の内周端部間に磁気ギャップが生じて、上ヨーク９４の内周端部と下ヨ
ーク９６の内周端部に互いに異なる磁極が形成されるようになっている。そして、コイル
部材９０は、上ヨーク９４がハウジング本体８６の周壁部に嵌着されると共に、下ヨーク
９６がハウジング本体８６の周壁部および底壁部に重ね合わされて嵌着されることにより
、ハウジング８４に固定されている。
【００４５】
　また、コイル部材９０の中心孔には、可動子８２が挿入されている。可動子８２は、逆
向きの略有底円筒形状を呈する強磁性体で形成されており、上底壁部の中央部分に円形の
貫通孔が形成されている。この可動子８２は、上端が上ヨーク９４の内周端部下面よりも
上方に位置していると共に、下端が下ヨーク９６の内周端部上面よりも上方に位置してい
る。
【００４６】
　そして、図示しない外部電源からコイル９２に給電されることにより、上下ヨーク９４
，９６の内周端部にそれぞれ磁極が形成されて、可動子８２が磁力によって下方に吸引さ
れるようになっている。
【００４７】
　このような構造とされたアクチュエータ７８は、第２の取付部材１４によって支持され
ている。即ち、ハウジング８４の取付部８８が外周固定部材４４のかしめ片４８によって
かしめ固定されることにより、固定子８０が第２の取付部材１４に取り付けられている。
【００４８】
　一方、アクチュエータ７８の可動子８２は、加振部材５４に取り付けられている。即ち
、加振部材５４の連結ロッド部５８が可動子８２に挿通されて、連結ロッド部５８の下端
部に螺着されたナット１００に対して可動子８２の上底壁部が軸方向に係止されることに
より、可動子８２が加振部材５４の連結ロッド部５８に対して抜け止めされて取り付けら
れている。なお、例えば、特開２００６－１７１３４号公報のように、加振板部５６と可
動子８２の軸方向対向面間にコイルスプリング等の付勢手段が配設されて、可動子８２が
加振部材５４に対して下方に付勢されることで、可動子８２がナット１００に押し付けら
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れて、ナット１００の緩みが防止されていても良い。
【００４９】
　そして、アクチュエータ７８では、コイル９２への給電によって可動子８２が固定子８
０に対して軸方向下方に吸引変位されると、可動子８２とナット１００の係止によって加
振部材５４が可動子８２と共に下方に変位する。その後、コイル９２への給電を中止する
と、可動子８２に作用する磁気的な吸引力が解除されることから、加振部材５４が支持ゴ
ム弾性体６２の弾性に基づいた復元力によって、初期位置に復帰する。上記の動作を、所
定の周期で繰り返すことにより、加振部材５４が目的とする周波数で上下に加振変位され
て、アクチュエータ７８の発生駆動力が加振力として加振液室６８に及ぼされるようにな
っている。なお、加振部材５４の初期位置への復帰時に、可動子８２も加振部材５４と共
に初期位置へ復帰する。
【００５０】
　また、受圧液室６６と加振液室６８は、仕切部材６４に設けられた流体流路を通じて相
互に連通されている。より詳細には、仕切部材６４は、第１隔壁板１０２と第２隔壁板１
０４を含んで構成されている。第１隔壁板１０２は、図１，図２に示されているように、
中央部分が上方に突出する略段付き円板形状（ハット状）とされている。一方、第２隔壁
板１０４は、図１，図３に示されているように、第１隔壁板１０２と同様に中央部分が上
方に突出する略段付き円板形状（ハット状）とされており、中央部分の突出高さが第１隔
壁板１０２よりも小さくされていると共に、段差部が第１隔壁板１０２よりも内周側に位
置している。なお、第１隔壁板１０２と第２隔壁板１０４は、互いに略同じ厚さ寸法の板
材で形成されており、例えば、プレス加工によって得ることができる。
【００５１】
　そして、第１隔壁板１０２が第２隔壁板１０４に対して上方から重ね合わされており、
第１隔壁板１０２の段差部が第２隔壁板１０４の段差部に外嵌されている。かかる第１隔
壁板１０２と第２隔壁板１０４の組付け状態において、第１隔壁板１０２の中央部分と第
２隔壁板１０４の中央部分が軸方向で離隔して対向配置されている。これにより、仕切部
材６４の内部には、第１隔壁板１０２と第２隔壁板１０４の軸方向対向面間の領域を利用
して、収容空所１０６が形成されている。この収容空所１０６は、略円柱形状乃至は厚肉
円板形状を呈する領域であって、上側の壁面が第１隔壁板１０２の中央部分で構成されて
いると共に、下側の壁面が第２隔壁板１０４の中央部分で構成されている。
【００５２】
　また、収容空所１０６の軸方向上側壁部には、フィルタオリフィス１１４が形成されて
いる。フィルタオリフィス１１４は、図２に示されているように、収容空所１０６の上側
壁面を構成する第１隔壁板１０２の中央部分に形成された孔であって、周上で等間隔に設
けられて、軸方向に貫通する８つの円形孔によって構成されている。また、このフィルタ
オリフィス１１４は、その通路断面積と通路長の比が、オリフィス通路７６の通路断面積
と通路長の比よりも大きくされており、オリフィス通路７６よりも高周波数にチューニン
グされている。なお、フィルタオリフィス１１４は、後述する能動的な防振効果によって
防振すべき振動の周波数に応じてチューニング周波数を設定されており、例えば、アドリ
ング振動に相当する十数Ｈｚ程度の中周波数や、走行こもり音に相当する数十Ｈｚ程度の
高周波数域にチューニングされる。
【００５３】
　また、収容空所１０６の軸方向下側壁部には、開放孔１１６が形成されている。開放孔
１１６は、図３に示されているように、第２隔壁板１０４において収容空所１０６の下側
壁面を構成する中央部分に設けられた孔であって、径方向中央を軸方向に貫通する中央開
放孔１１８と、その周囲に形成されて軸方向に貫通する４つの外周開放孔１２０とによっ
て構成されている。中央開放孔１１８は、フィルタオリフィス１１４を構成する円形孔よ
りも大径の円形横断面を有しており、中心軸上を軸方向に貫通して形成されている。外周
開放孔１２０は、周方向に所定の長さで延びる横断面形状を有しており、中央開放孔１１
８を外周側に外れた位置で第２隔壁板１０４の中央部分を軸方向に貫通して形成されてい
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る。
【００５４】
　さらに、開放孔１１６は、フィルタオリフィス１１４よりも大きな断面積で形成されて
いる。即ち、本実施形態では、中央開放孔１１８と４つの外周開放孔１２０の断面積の合
計が、８つの円形孔で構成されたフィルタオリフィス１１４の断面積よりも大きくなって
いる。更に、中央開放孔１１８の断面積および各外周開放孔１２０の断面積が、フィルタ
オリフィス１１４を構成する各円形孔の断面積よりも大きくなっている。加えて、第１隔
壁板１０２におけるフィルタオリフィス１１４の形成部分と、第２隔壁板１０４における
開放孔１１６の形成部分は、軸方向で略同じ厚さとされており、開放孔１１６を通じて流
動する流体の共振周波数が、フィルタオリフィス１１４のチューニング周波数よりも、高
周波数に設定されている。なお、開放孔１１６やフィルタオリフィス１１４の断面積が長
さ方向で変化する場合には、それらの断面積の最小値をいう。
【００５５】
　そして、収容空所１０６は、軸方向一方（上側）の壁部に形成されたフィルタオリフィ
ス１１４を通じて受圧液室６６に連通されていると共に、軸方向他方（下側）の壁部に形
成された開放孔１１６を通じて加振液室６８に連通されている。
【００５６】
　また、収容空所１０６には、可動膜１２２が配設されている。可動膜１２２は、図１，
図４に示されているように、略円板形状を呈するゴム弾性体であって、収容空所１０６の
内径寸法よりも小さな外径寸法で形成されている。また、可動膜１２２の外周端部には、
環状の挟持部１２４が上方に向かって突出するように一体形成されており、外周端部が軸
方向に厚肉とされている。
【００５７】
　さらに、可動膜１２２には、挟持部１２４よりも内周側に複数の通孔１２６が形成され
ている。この通孔１２６は、厚さ方向（上下方向）に貫通する小径の円形孔であって、周
上に８つが形成されている。なお、本実施形態では、通孔１２６における通路断面積と通
路長の比が、後述するフィルタオリフィス１１４における通路断面積と通路長の比よりも
小さくされており、通孔１２６を通じて流動する流体の共振周波数が、フィルタオリフィ
ス１１４を通じて流動する流体の共振周波数（チューニング周波数）よりも低周波数に設
定されている。
【００５８】
　かくの如き構造とされた可動膜１２２は、図１，図５に示されているように、第１隔壁
板１０２と第２隔壁板１０４の対向面間で挟持部１２４を軸方向に挟み込まれて、収容空
所１０６内で軸直角方向に広がるように配設されている。これにより、可動膜１２２の厚
さ方向一方の面（上面）に、フィルタオリフィス１１４を通じて受圧液室６６の圧力が及
ぼされていると共に、可動膜１２２の厚さ方向他方の面（下面）に、開放孔１１６を通じ
て加振液室６８の圧力が及ぼされている。なお、可動膜１２２は、外周部分が仕切部材６
４によって固定的に支持されていると共に、中央部分が軸方向（厚さ方向）の弾性変形を
許容されている。
【００５９】
　また、可動膜１２２の厚さ方向一方の面（上面）は、収容空所１０６の軸方向一方の壁
面（第１隔壁板１０２で構成された上側壁面）に対して、下方に離隔して軸方向に対向し
ている。更に、可動膜１２２の厚さ方向他方の面（下面）は、第２隔壁板１０４で構成さ
れた収容空所１０６の軸方向他方の壁面（第２隔壁板１０４で構成された下側壁面）に対
して、略全面に亘って当接して重ね合わされている。これにより、外力の作用しない静置
状態において、フィルタオリフィス１１４が受圧液室６６と収容空所１０６の何れに対し
ても連通されていると共に、開放孔１１６の収容空所１０６側の開口部が可動膜１２２に
よって覆蓋されている。
【００６０】
　さらに、可動膜１２２に形成された通孔１２６の少なくとも１つが、開放孔１１６に対
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して位置合わせされて、開放孔１１６と直列的に連通されている。これにより、静置状態
において、収容空所１０６と加振液室６８が通孔１２６を通じて相互に連通されており、
受圧液室６６と加振液室６８を相互に連通する流体流路が、フィルタオリフィス１１４お
よび開放孔１１６、収容空所１０６と通孔１２６とを含んで形成されている。なお、本実
施形態では、８つの通孔１２６のうち１つ置きに４つの通孔１２６が開放孔１１６上に位
置合わせされて配置されている。また、可動膜１２２の外周端部に形成された挟持部１２
４は、外周開放孔１２０よりも外周側に外れて位置しており、全周に亘って第１隔壁板１
０２と第２隔壁板１０４の間で挟持されている。
【００６１】
　また、可動膜１２２は、厚さ方向での弾性変形をある程度まで許容されている。即ち、
可動膜１２２は、収容空所１０６の上側内面を構成する第１隔壁板１０２に対して、軸方
向下方に離隔して配設されており、厚さ方向上向きの弾性変形が、第１隔壁板１０２との
対向面間距離分だけ許容されている。一方、可動膜１２２によって覆蓋された開放孔１１
６は、フィルタオリフィス１１４よりも大きな断面積で形成されており、可動膜１２２の
厚さ方向下側への弾性変形が開放孔１１６を通じてある程度まで許容されるようになって
いる。
【００６２】
　特に、中央開放孔１１８の断面積と、各外周開放孔１２０の断面積が、何れも、フィル
タオリフィス１１４を構成する各円形孔の断面積よりも大きくされていることから、可動
膜１２２の下向きの弾性変形が開放孔１１６によって必要な振幅で許容されるようになっ
ている。
【００６３】
　なお、中央開放孔１１８と外周開放孔１２０は、何れも、平面視における面積中心から
の最大寸法が最小寸法に対して１０倍以下に設定されていることが望ましい。これによれ
ば、中央開放孔１１８又は外周開放孔１２０の開口周縁部からの自由長が大きく確保され
て、可動膜１２２の下向きの弾性変形が効率的に許容される。
【００６４】
　一方、可動膜１２２は、厚さ方向での過大な弾性変形が制限されている。即ち、可動膜
１２２の厚さ方向上向きの弾性変形が、第１隔壁板１０２への当接によって制限されるよ
うになっていると共に、可動膜１２２の厚さ方向下向きの弾性変形が、開放孔１１６の開
口周縁部に対する当接によって制限されるようになっている。
【００６５】
　なお、上記の如き可動膜１２２の弾性変形量は、可動膜１２２と第１隔壁板１０２との
対向面間距離と、開放孔１１６の断面積と開口形状とによって、調節することが可能であ
る。即ち、可動膜１２２と第１隔壁板１０２との対向面間距離を大きくすると共に、開放
孔１１６の断面積を大きく且つ開放孔１１６の開口部において面積中心からの最小寸法を
大きくするに従って、可動膜１２２に許容される弾性変形量が大きくなる。
【００６６】
　このような構造とされたエンジンマウント１０は、ブラケット等（図示せず）を介して
、第１の取付部材１２が図示しないパワーユニットに取り付けられると共に、アクチュエ
ータ７８のハウジング８４が脚部８９において図示しない車両ボデーにボルト固定される
ことにより、第２の取付部材１４が車両ボデーに取り付けられる。これにより、エンジン
マウント１０が車両に装着されて、パワーユニットが車両ボデーによって防振支持される
ようになっている。
【００６７】
　エンジンマウント１０の車両への装着状態において、第１の取付部材１２と第２の取付
部材１４の間にエンジンシェイクに相当する低周波大振幅振動が入力されると、受圧液室
６６と平衡液室７０の相対的な圧力変動に基づいて、オリフィス通路７６を通じての流体
流動が生じるようになっている。これにより、流体の流動作用に基づいた防振効果（高減
衰効果）が発揮されるようになっている。
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【００６８】
　その際、可動膜１２２は、第１, 第２隔壁板１０２，１０４への当接によって変形を制
限されて、液圧吸収作用が抑えられている。即ち、低周波大振幅振動の入力によって受圧
液室６６に正圧が発生すると、可動膜１２２は、受圧液室６６と加振液室６８の相対的な
圧力差に基づいて、開放孔１１６を通じて下方に凸となるように変形するが、入力振動の
振幅に対して不充分な変位量だけが許容されて、可動膜１２２が開放孔１１６の開口周縁
部への当接によって変形を制限される。これにより、受圧液室６６の液圧が、加振液室６
８に伝達されて、支持ゴム弾性体６２の変形で吸収されるのを、防ぐことができる。それ
故、受圧液室６６の内圧変動が効率的に惹起されて、受圧液室６６と平衡液室７０の間で
オリフィス通路７６を通じての流体流動量が充分に確保されることにより、流体の流動作
用に基づいた防振効果が有効に発揮される。
【００６９】
　さらに、低周波大振幅振動の入力によって受圧液室６６に負圧が発生すると、可動膜１
２２は、第１隔壁板１０２に下方から張り付いて変形を拘束される。これにより、可動膜
１２２の弾性変形による液圧吸収作用の発揮が防止されて、受圧液室６６の内圧変動が、
加振液室６８に逃げることなく確保される。なお、本実施形態では、可動膜１２２の配設
状態における収容空所１０６の容積（収容空所１０６における可動膜１２２よりも上側領
域の容積）が、低周波大振幅振動入力時の有効ピストン面積と入力振動の振幅との積（本
体ゴム弾性体１６の弾性変形に伴って受圧液室６６に流入する流体の体積）よりも、小さ
くされている。それ故、低周波大振幅振動の入力時には、可動膜１２２が第１隔壁板１０
２に張り付くようになっている。
【００７０】
　さらに、第１隔壁板１０２に形成されたフィルタオリフィス１１４は、断面積が開放孔
１１６に比して小さいことから、可動膜１２２のフィルタオリフィス１１４に入り込む変
形が、フィルタオリフィス１１４の開口周縁部に対する可動膜１２２の当接によって速や
かに制限される。しかも、可動膜１２２は、第１隔壁板１０２に当接するまでに大きく変
形しており、断面積の小さいフィルタオリフィス１１４に入り込む変形は生じ難くなって
いる。それ故、可動膜１２２がフィルタオリフィス１１４に入り込んで弾性変形すること
による液圧の逃げは、実質的に問題にならない。
【００７１】
　また、第１の取付部材１２と第２の取付部材１４の間に、アイドリング振動に相当する
中乃至高周波小振幅振動が入力されると、アクチュエータ７８が入力振動に応じた周波数
の発生駆動力を生じて、加振部材５４が軸方向に加振変位されるようになっている。そし
て、加振部材５４の加振変位によって加振液室６８に及ぼされる加振力は、可動膜１２２
の通孔１２６を通じた流体流動によって加振液室６８から受圧液室６６に伝達されるよう
になっている。
【００７２】
　すなわち、受圧液室６６と加振液室６８の間には、仕切部材６４に形成されたフィルタ
オリフィス１１４および開放孔１１６、収容空所１０６と、可動膜１２２に形成された通
孔１２６とによって、それら受圧液室６６と加振液室６８を相互に連通する流体流路が形
成されている。そして、加振部材５４がアクチュエータ７８によって加振されると、受圧
液室６６と加振液室６８の間に相対的な圧力差が生じることから、上記流体流路を通じて
、受圧液室６６と加振液室６８の間で流体流動が生じる。かかる流体流動によって、加振
液室６８に及ぼされた能動的な加振力が、受圧液室６６に伝達されて、入力振動が能動的
な加振力によって相殺されて低減される。
【００７３】
　しかも、可動膜１２２に形成された通孔１２６は、静置状態において、開放孔１１６に
対して相対的に位置合わせされて連通されていると共に、フィルタオリフィス１１４に対
して軸方向下方に離隔していることで収容空所１０６を介して連通されている。それ故、
アクチュエータ７８の発生駆動力によって加振部材５４が下方に変位する際に、通孔１２



(13) JP 5719704 B2 2015.5.20

10

20

30

40

50

６（流体流路）を通じた流体流動が生じて、受圧液室６６内の流体が加振液室６８に流入
する。これによって、加振部材５４の変位による加振液室６８内の液圧低下が抑えられて
、負圧の作用による加振部材５４の拘束が低減乃至は回避されることから、加振部材５４
がアクチュエータ７８の発生駆動力によって容易に下方へ変位する。従って、加振部材５
４の加振振幅が大きく確保されて、目的とする能動的な防振効果を有効に得ることができ
る。
【００７４】
　また、加振液室６８に及ぼされた加振力は、通孔１２６を通じた流体流動に加えて、可
動膜１２２の弾性変形によっても、受圧液室６６に伝達されるようになっている。即ち、
アクチュエータ７８の発生駆動力によって加振部材５４が加振されて、加振液室６８に加
振力が及ぼされると、可動膜１２２が厚さ方向で加振力の周波数および振幅に応じた微小
変形を生ずる。かかる可動膜１２２の微小変形は、厚さ方向一方の側において、可動膜１
２２が第１隔壁板１０２に対して離隔して配設されていることにより、許容されていると
共に、厚さ方向他方の側において、可動膜１２２がフィルタオリフィス１１４よりも大き
な断面積で形成された開放孔１１６に入り込むように変形することで、許容されている。
これにより、加振液室６８に及ぼされた加振力が、可動膜１２２の厚さ方向での微小変形
によって、受圧液室６６に伝達されて、入力振動に対する相殺的な防振効果が有効に発揮
される。
【００７５】
　しかも、能動的な加振力の加振液室６８から受圧液室６６への伝達経路上にフィルタオ
リフィス１１４が設けられていることから、高調波による振動状態への悪影響等が防止さ
れて、入力振動に対する能動的な防振効果がより効果的に発揮されるようになっている。
【００７６】
　さらに、開放孔１１６の断面積がフィルタオリフィス１１４の断面積よりも大きくされ
ていることから、可動膜１２２には、加振液室６８の液圧に基づく下向きの力が、受圧液
室６６の液圧に基づく上向きの力に比して、支配的に作用する。それ故、可動膜１２２が
第１隔壁板１０２に張り付いた状態で加振部材５４が下方に吸引されても、可動膜１２２
が、速やかに第１隔壁板１０２から離隔して、加振部材５４の変位に追従して下方に変形
する。これにより、加振部材５４が支持ゴム弾性体６２の弾性に基づいて初期の中立位置
に復帰する際には、可動膜１２２と第１隔壁板１０２の対向面間にスペースが形成されて
おり、可動膜１２２が加振部材５４の変位に追従して上方に変形する。このように、エン
ジンマウント１０では、可動膜１２２が第１隔壁板１０２に張り付いた状態に保持される
ことで加振力の伝達が妨げられるのを回避できて、加振力が受圧液室６６に安定して伝達
されるようになっている。
【００７７】
　以上、本発明の実施形態について詳述してきたが、本発明はその具体的な記載によって
限定されない。例えば、前記実施形態では、通孔１２６の断面積（Ａ）と長さ（Ｌ）の比
（Ａ／Ｌ）が、フィルタオリフィス１１４の断面積と長さの比よりも小さくされていたが
、図６に示されているように、通孔１２６の断面積と長さの比が、フィルタオリフィス１
１４の断面積と長さの比よりも大きくされていても良い。これによれば、通孔１２６を通
じて流動する流体の共振周波数が、フィルタオリフィス１１４を通じて流動する流体の共
振周波数（チューニング周波数）よりも高周波数とされることから、フィルタオリフィス
１１４が反共振等によって実質的に閉塞される周波数領域まで通孔１２６が実質的な連通
状態に保持される。その結果、受圧液室６６と加振液室６８の間で通孔１２６を通じた流
体流動が有効に生じて、目的とする能動的な防振効果を有効に得ることができる。尤も、
能動的な防振効果が求められる周波数領域がフィルタオリフィス１１４が実質的に閉塞さ
れる周波数領域よりも低周波数である場合には、前記実施形態のように、通孔１２６の断
面積と長さの比がフィルタオリフィス１１４の断面積と長さの比以下とされていても、目
的とする能動的な防振効果が有効に発揮され得る。
【００７８】
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　また、可動膜１２２は、必ずしも厚さ方向の何れかの面が収容空所１０６の内面に重ね
合わされている必要はなく、可動膜１２２の厚さ方向両面が、何れも収容空所１０６の内
面に対して所定の距離を隔てて対向配置されていても良い。この場合には、可動膜１２２
に形成される通孔１２６は、開放孔１１６やフィルタオリフィス１１４に対して、必ずし
も位置合わせされている必要はない。また、可動膜１２２は、厚さ方向一方の面が収容空
所１０６の内面に重ね合わされて、フィルタオリフィス１１４の開口を覆蓋するように配
設されていても良く、この場合には、通孔１２６がフィルタオリフィス１１４に対して位
置決めされて、直列的に連通される。
【００７９】
　また、フィルタオリフィス１１４が加振液室６８と収容空所１０６を連通するように形
成されていると共に、開放孔１１６が受圧液室６６と収容空所１０６を連通するように形
成されていても良い。
【００８０】
　また、フィルタオリフィス１１４を構成する孔の形状や数、形成位置等は、あくまでも
例示であって、前記実施形態のものに限定されない。同様に、開放孔１１６を構成する孔
（前記実施形態の中央開放孔１１８および外周開放孔１２０）の形状や数、形成位置等も
、限定的に解釈されるものではない。
【００８１】
　また、アクチュエータとしては、前記実施形態で示した電磁式アクチュエータ以外にも
、負圧による吸引力等を利用した空気圧式アクチュエータ等も採用され得る。
【００８２】
　また、本発明の適用範囲は、自動車用の流体封入式能動型防振装置に限定されるもので
はなく、例えば、自動二輪車や鉄道用車両、産業用車両等に用いられる流体封入式能動型
防振装置にも適用可能である。更に、本発明に係る流体封入式能動型防振装置は、エンジ
ンマウントとしてのみ用いられるものではなく、サブフレームマウントやボデーマウント
、デフマウント等としても用いられ得る。
【符号の説明】
【００８３】
１０：エンジンマウント、１２：第１の取付部材、１４：第２の取付部材、１６：本体ゴ
ム弾性体、３４：可撓性膜、５４：加振部材、６０：支持ゴム弾性体（ばね手段）、６４
：仕切部材、６６：受圧液室、６８：加振液室、７０：平衡液室、７６：オリフィス通路
、７８：アクチュエータ、１０６：収容空所、１１４：フィルタオリフィス、１１６：開
放孔、１１８：中央開放孔、１２０：外周開放孔、１２２：可動膜、１２６：通孔
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