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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】モータ制動操作時、ブレーキモータの制動アシ
スト力伝達線がペダル踏力伝達素子に対して分離してい
ることから、ペダル踏力伝達素子及びブレーキペダルが
連動しない、改善された電動ブレーキ倍力装置を提供す
る。
【解決手段】車両用電動ブレーキ倍力装置は、ブレーキ
ペダルにより駆動されて軸方向に移動するペダル踏力伝
達機構と、ペダル踏力伝達機構の動作を検出する検出装
置と、モータ制動操作の実行により制動アシスト力を発
生させるブレーキモータと、ブレーキモータにより駆動
されて軸方向に移動することで、ブレーキモータで発生
した制動アシスト力をブレーキマスターシリンダのピス
トンに伝達するアシスト力伝達機構と、を含み、モータ
制動操作モードでは、前記アシスト力伝達機構はペダル
踏力伝達機構に対して運動学上で分離しており、しかも
ブレーキモータで発生した制動アシスト力のみで電動ブ
レーキ倍力装置の入力を構成する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ブレーキペダルにより駆動されて軸方向に移動するのに適して配置されているペダル踏
力伝達機構と、
　ペダル踏力伝達機構の動作を検出するように配置されている検出装置と、
　モータ制動操作を実行することで制動アシスト力を発生させるのに適して配置されてい
るブレーキモータ（４）と、
　ブレーキモータ（４）により駆動されて軸方向に移動することで、ブレーキモータで発
生した制動アシスト力をブレーキマスタシリンダ（１）のピストン（２）に伝達するのに
適して配置されているアシスト力伝達機構と、を含む、車両中に用いられる電動ブレーキ
倍力装置であって、
　モータ制動操作では、前記アシスト力伝達機構はペダル踏力伝達機構に対して運動学上
で分離しており、且つブレーキモータで発生した制動アシスト力のみで電動ブレーキ倍力
装置の入力を構成する、電動ブレーキ倍力装置。
【請求項２】
　前記モータ制動操作は、
　検出装置が検出したペダル踏力伝達機構の動作に基づいてブレーキモータ（４）を起動
し、ブレーキモータ（４）を正回転させて制動アシスト力を発生させる、ノーマル制動操
作と、
　車両自動制動モジュール制動信号に基づいてブレーキモータ（４）を起動し、ブレーキ
モータ（４）を正回転させて制動アシスト力を発生させる、全電動操作と、を含む、請求
項１に記載の電動ブレーキ倍力装置。
【請求項３】
　前記アシスト力伝達機構は、ブレーキモータにより回転が駆動されるように配置されて
いる駆動ナット（１２）と、駆動ナットと係合して駆動ナットの回転運動を軸方向の直線
運動に変換する駆動スリーブ（１１）とを含み、
　前記アシスト力伝達機構は更に、ブレーキマスターシリンダ（１）のピストン（２）と
駆動スリーブ（１１）との間に軸方向で配設されており、駆動スリーブ（１１）によりブ
レーキマスターシリンダ（１）のシリンダボディに向けて軸方向に前向きに押圧するのに
適して配置されているプランジャ（１４）を含む、請求項１又は２に記載の電動ブレーキ
倍力装置。
【請求項４】
　前記ペダル踏力伝達機構は、
　駆動スリーブ（１１）内に配設されて駆動スリーブ内で軸方向に摺動可能であり、後部
がブレーキペダルにより駆動され、前部が前記プランジャ（１４）の内室（１４ｂ）内に
伸入しているプッシュロッド（１５）と、
　前記プッシュロッド（１５）の前部に接続されるとともに前記内室（１４ｄ）から径方
向に延出しており、前記プッシュロッド（１５）の軸方向の押圧作用下で軸方向に弾性変
形する能力を有するペダルスプリング（１６）と、を含む、請求項３に記載の電動ブレー
キ倍力装置。
【請求項５】
　前記ペダルスプリング（１６）の長手方向外端は、軸方向に前向き方向で規制されるス
トロークを有しており、
　選択的に、前記規制されるストロークはペダルスプリング規制構造により実現され、前
記ペダルスプリング規制構造は規制ロッド（１８）と規制板（１９）とを含み、前記規制
ロッド（１８）の前端は前記ペダルスプリング（１６）の長手方向外端に接続されており
、前記規制ロッド（１８）の後端は前記規制板（１９）に対して有限的な距離内で軸方向
に摺動可能であり、前記規制板（１９）はモータ制動操作では固定されている、請求項４
に記載の電動ブレーキ倍力装置。
【請求項６】
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　前記ペダルスプリング（１６）は、板ばねを重ね合わせてなる組み合わせスプリングを
含むことで、ペダルスプリング（１６）の軸方向上でのスプリング硬さを長手方向外端か
ら径方向中央に向かって徐々に増大させている、請求項４又は５に記載の電動ブレーキ倍
力装置。
【請求項７】
　前記ペダル踏力伝達機構は更に、前記プッシュロッド（１５）の前部に取り付けられて
いる反作用板（１７）を含み、
　電動ブレーキ倍力装置の非操作状態では、前記反作用板（１７）と前記プランジャ（１
４）の前端壁（１４ｆ）との間に軸方向距離が存在している、請求項４から６のいずれか
一項に記載の電動ブレーキ倍力装置。
【請求項８】
　前記反作用板（１７）の径方向一端に径方向延在部分（１７ａ）が設けられており、前
記検出装置は前記径方向延在部分（１７ａ）の軸方向位置を検出することにより、ペダル
踏力伝達機構の動作を確定する、請求項７に記載の電動ブレーキ倍力装置。
【請求項９】
　更に、ブレーキマスターシリンダ（１）から離れる軸方向に沿って前記反作用板（１７
）を押圧するように配置されている第１の復帰スプリング（２１）を含む、請求項７又は
８に記載の電動ブレーキ倍力装置。
【請求項１０】
　更に、ブレーキマスターシリンダ（１）から離れる軸方向に沿って前記プランジャ（１
４）を押圧するように配置されている第２の復帰スプリング（２２）を含む、請求項３か
ら９のいずれか一項に記載の電動ブレーキ倍力装置。
【請求項１１】
　ブレーキモータ（４）が帯電している状態では、前記駆動ナット（１２）は軸方向でロ
ックされて軸方向移動不能であるが、回転可能であり、ブレーキモータ（４）が帯電して
いない状態では、前記駆動ナット（１２）の軸方向ロックが解除される、請求項３から９
のいずれか一項に記載の電動ブレーキ倍力装置。
【請求項１２】
　前記電動ブレーキ倍力装置は、ブレーキモータ（４）が帯電していない状態で全ペダル
制動操作を実行可能であり、このうち、前記アシスト力伝達機構はペダル踏力伝達機構に
追従してブレーキペダルからの制動力をブレーキマスターシリンダ（１）のピストン（２
）に伝達する、請求項１１に記載の電動ブレーキ倍力装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は車両ブレーキ系統中に用いられる電動ブレーキ倍力装置に関し、このうち、ブレ
ーキモータは、独立した、ペダル踏力伝達線に対して分離する制動アシスト力伝達線を有
している。
【背景技術】
【０００２】
　多くの車両は、その液圧ブレーキ系統中にブレーキ倍力装置を増設している。ブレーキ
倍力装置には、通常、真空倍力装置と、電動倍力装置とがある。真空倍力装置はエンジン
の吸気管の真空をブレーキアシスト源として利用し、電動倍力装置はモータをブレーキア
シスト源として利用している。
【０００３】
　従来の電動倍力装置では、制動アシスト力及びペダル踏力は通常、結合された伝達線を
有しており、つまり汎用される力伝達素子を介してブレーキマスターシリンダのピストン
に伝達される。このような電動倍力装置に対して、運転者が制動操作を行うとき、運転者
がブレーキペダルを踏み込んでペダル踏力を付与すると、電動倍力装置のモータに制動ア
シスト力が発生して、ペダル踏力と制動アシスト力とが組み合わさってブレーキマスター
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シリンダのピストンに伝達される。自動制動機能（例えば自動運転又はアクティブ制動モ
ジュール等）を備える車両に対して、車両が自動的に制動を行うとき、運転者の介入を要
することなく（つまりペダル踏力の入力がない）、電動倍力装置のモータが制動アシスト
力を能動的に発生させる。しかしながら、モータで発生した制動アシスト力がブレーキマ
スターシリンダのピストンに伝達されるとき、ペダル踏力伝達素子も連動し、場合によっ
てはブレーキペダルまで連動してしまうことがある。これは制動アシスト力の伝達効率に
影響するばかりか、更にはブレーキペダル上に足を載せている運転者に不快感を与える可
能性もある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本願の主旨は、モータ制動操作を行うときに、ブレーキモータの制動アシスト力伝達線
がペダル踏力伝達素子に対して分離していることから、ペダル踏力伝達素子及びブレーキ
ペダルを連動することのない、改善された電動ブレーキ倍力装置を提供するところにある
。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　このため、本願の一つの形態によれば、車両ブレーキ系統中に用いられる分離型電動ブ
レーキ倍力装置を提供するものであり、ブレーキペダルにより駆動されて軸方向に移動す
るのに適して配置されているペダル踏力伝達機構と、ペダル踏力伝達機構の動作を検出す
るように配置されている検出装置と、モータ制動操作を実行することで制動アシスト力を
発生させるのに適して配置されているブレーキモータと、ブレーキモータにより駆動され
て軸方向に移動することで、ブレーキモータで発生した制動アシスト力をブレーキマスタ
ーシリンダのピストンに伝達するのに適して配置されているアシスト力伝達機構とを含み
、モータ制動操作では、前記アシスト力伝達機構はペダル踏力伝達機構に対して運動学上
で分離しており、しかもブレーキモータで発生した制動アシスト力のみで電動ブレーキ倍
力装置の入力を構成する。
【発明の効果】
【０００６】
　本願によれば、モータ制動操作を実行するとき、電動ブレーキ倍力装置のブレーキモー
タの制動アシスト力伝達線はペダル踏力伝達線に対して分離している。制動アシスト力伝
達素子の動作がペダル踏力伝達素子及びブレーキペダルを連動することはないことから、
運転者にブレーキペダルからの不快感を与えることを回避することができる。また、ブレ
ーキモータ動作時に、電動ブレーキ倍力装置の入力はブレーキモータ由来のみとなり、ペ
ダル踏力と組み合わされることはない。
【０００７】
　本願の分離型電動ブレーキ倍力装置は従来の真空倍力装置と置換できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本願の可能な実施形態の分離型電動ブレーキ倍力装置の概略的な断面図（倍力装
置の中心軸線を通っている）である。
【図２】電動ブレーキ倍力装置の他方向の概略的な断面図（図１と直交する方向で倍力装
置の中心軸線を通っている）である。
【図３】電動ブレーキ倍力装置におけるペダル踏力伝達線を説明するための概略図である
。
【図４】電動ブレーキ倍力装置における制動アシスト力伝達線を説明するための概略図で
ある。
【図５】電動ブレーキ倍力装置における駆動ナットの概略図である。
【図６】電動ブレーキ倍力装置におけるプランジャの概略図である。
【図７】電動ブレーキ倍力装置におけるペダルスプリングの概略図である。
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【図８】電動ブレーキ倍力装置におけるペダルスプリング規制構造の可能な実施形態での
構成要素の概略図である。
【図９】電動ブレーキ倍力装置におけるペダルスプリング規制構造の可能な実施形態での
構成要素の概略図である。
【図１０】電動ブレーキ倍力装置におけるペダルスプリング規制構造の他の可能な実施形
態の概略図である。
【図１１】電動ブレーキ倍力装置のノーマル制動操作における初期段階の概略図である。
【図１２】電動ブレーキ倍力装置のノーマル制動操作における加圧段階の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、図面を参照して、本願の複数の可能な実施形態を説明する。指摘しておくべきは
、図面は単に本願の原理を表すためのものに過ぎず、本願の実際の構造を表現するもので
はない、ということである。よって、図面は比率に応じて作図されたものではない。しか
も、明確化するために、一部詳細部分はデフォルメされたり、省略されたりしている。
【００１０】
　まず指摘しておくべきは、本願において「後側」とは運動学上で車両のブレーキペダル
寄りの側であり、「前側」とは運動学上でブレーキペダルから離れる側、つまりブレーキ
マスターシリンダ寄りの側のことである、ということである。
【実施例】
【００１１】
　図１、２に示すように、本願に係る可能な実施形態での車両ブレーキ系統中に用いられ
る分離型電動ブレーキ倍力装置は、出力を車両液圧ブレーキ系統のブレーキマスターシリ
ンダ１のピストン２に伝達するのに用いられる。該電動ブレーキ倍力装置の一部構造の詳
細部分は図３～１０を参照されたい。図１、２は、電動ブレーキ倍力装置の初期位置（非
操作状態）を示している。
【００１２】
　ピストン２はブレーキマスターシリンダ１のシリンダボディに対して軸方向に移動可能
である。車両の液圧ブレーキ系統のブレーキマスターシリンダ１及びそのピストン２は本
分野では普通のものであることから、詳細な説明は行わない。指摘しておくべきは、ブレ
ーキマスターシリンダ１はデュアルピストンを有しており、図中にて表されるピストン２
はブレーキマスターシリンダ１の後室（第１室）ピストンとされ、しかもブレーキマスタ
ーシリンダ１は更に、図示していない前室（第２室）ピストンを含む、ということである
。
【００１３】
　本願の電動ブレーキ倍力装置はブレーキペダル側プッシャ３に関連付けられており、し
かも制動アシスト力を発生させるためのブレーキモータ４を含む。電動ブレーキ倍力装置
は更に、制御手段５と、ペダルストロークセンサ６とを含む。ペダルストロークセンサ６
はプッシャ３のストロークを検出する、つまりブレーキペダルのストロークを検出するの
に用いられる。制御手段５は、ペダルストロークセンサ６が検出したブレーキペダルスト
ローク信号を受信するとともに、ブレーキモータ４の運転を制御することができる。制御
手段５は、制動信号を受信した後、ブレーキモータ４を起動してブレーキ液圧力を発生さ
せる。制動信号はブレーキペダルストローク信号であっても、車両自動制動機能からの制
動信号であってもよい。
【００１４】
　ブレーキモータ４を用いて制動を行う場合、ブレーキモータ４により発生する制動アシ
スト力のみを電動ブレーキ倍力装置の入力とし、該入力中にはブレーキペダルのペダル踏
力は含まれない。ブレーキモータ４を用いずに制動を行う場合、例えばブレーキモータ４
に給電されないか、又はブレーキモータ４が無効化されている場合、運転者によりブレー
キペダルを通じてプッシャ３を介して入力されるペダル踏力を電動ブレーキ倍力装置の入
力とすることができる。
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【００１５】
　電動ブレーキ倍力装置は更に、駆動スリーブ１１と、駆動ナット１２とを含み、両者は
ピストン２と同軸に配設されており、しかもこれにより電動ブレーキ倍力装置の中心軸線
を限定している。駆動スリーブ１１は駆動ナット１２中に配設されており、両者の間には
ねじ駆動係合が存在している。駆動ナット１２は軸受１３（及びその他軸受もあり得る）
を介して倍力装置ハウジング（図示せず）内に回転可能に配設されている。ブレーキモー
タ４は対応するドライブ機構（例えばギヤ組）を介して駆動ナット１２の回転を駆動する
。可能な実施形態によれば、ブレーキモータ４が帯電している場合（モータのロータが回
転する、又は静止している）、ブレーキモータ４は駆動ナット１２との間のドライブ機構
（特にギヤ組）により駆動ナット１２の軸方向位置をロックして、駆動ナット１２が軸方
向に移動できないようにする。ブレーキモータ４が帯電していない場合、モータのロータ
は回転自在であることから、ブレーキモータ４は駆動ナット１２の軸方向移動ロック機能
を解除して、駆動ナット１２は軸方向に移動可能となる。
【００１６】
　又は、単独のロック構造を配設してもよい。ブレーキモータ４が帯電している場合、該
ロック構造は駆動ナット１２を軸方向でロックすることから、駆動ナット１２は軸方向に
移動する能力を持たない。一方、ブレーキモータ４が帯電していない場合、該ロック構造
は駆動ナット１２の軸方向移動ロックを解除して、駆動ナット１２を軸方向に移動可能と
する。
【００１７】
　駆動ナット１２が軸方向でロックされた場合、駆動ナット１２の回転は駆動スリーブ１
１が駆動ナット１２内で軸方向に移動するように押動することができる。
【００１８】
　図５を参照する。駆動ナット１２は概ね筒状であり、その軸方向上の一部分はねじ部分
１２ａとなっており、内側向きのねじが設けられており、該ねじは駆動スリーブ１１の外
ねじに噛合するのに用いられる（駆動スリーブ１１は全長に亘って外ねじが設けられてい
る）。また、ねじ部分１２ａは駆動ナット１２の内孔を前部分１２ｂと後部分１２ｃとに
分けている。ねじ部分１２ａの軸方向長さは、駆動ナット１２の軸方向長さの約１／３又
はそれ以下である。前部分１２ｂの軸方向長さは後部分１２ｃより短いのが好ましい。
【００１９】
　図１、２に戻る。駆動スリーブ１１とピストン２との間には、プランジャ１４が配設さ
れている。ブレーキモータ４が発生させる駆動力、つまり制動アシスト力は駆動ナット１
２を介して駆動スリーブ１１に伝達されて、更に駆動スリーブ１１からプランジャ１４を
介してピストン３に伝達される。プランジャ１４とピストン２との間は直接当接して、プ
ランジャ１４は制動アシスト力を直接ピストン２に伝達することができる。又は、プラン
ジャ１４とピストン２との間に力伝達素子（例えばプッシングロッド）を配設することが
できるため、プランジャ１４は制動アシスト力を力伝達素子を介してピストン２に伝達す
ることができる。このような力伝達素子の配設は制動アシスト力をピストン２上に分布さ
せること等を有利にすることができる。
【００２０】
　図６を参照する。プランジャ１４は概ね円柱状本体１４ａを有しており、本体１４ａの
前端には径方向に反対向きに延在している一対のフランジ１４ｂが形成されており、本体
１４ａの後部分の直径は減少して小径部分１４ｃを形成している。また、本体１４ａにお
いて、フランジ１４ｂが延在している径方向と直交する径方向に沿って、本体１４ａを貫
通している径方向貫通孔（内室）１４ｄが形成されている。該径方向貫通孔１４ｄの前端
は本体１４ａの前端面寄りの箇所で終了しており、径方向貫通孔１４ｄの後端は軸方向貫
通孔１４ｅを通じて本体１４ａの後端面に連通している。径方向貫通孔１４ｄの前端と本
体１４ａの前端面との間には前端壁１４ｆが存在している。
【００２１】
　プッシュロッド１５の前端はペダルスプリング１６に接続されている。ペダルスプリン
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グ１６は、板ばねを重ね合わせてなる組み合わせスプリングを含むことで、ペダルスプリ
ング１６の軸方向上でのスプリング硬さを長手方向（径方向）外端から径方向中央に向か
って徐々に増大させることができる。例えば、図７を参照する。ペダルスプリング１６は
軸方向上に順に重ね合わされている板ばね１６ａ、１６ｂ、１６ｃを含む。軸方向前側か
ら後側に、各板ばねの径方向サイズが徐々に減少する。
【００２２】
　図１、２に戻る。プランジャ１４の前端は、ピストン２に当接（直接又は間接的に）す
るのに適して配置されている。プランジャ１４の小径部分１４ｃは駆動ナット１２の前部
分１２ｂ内に挿入されて、プランジャ１４を駆動ナット１２に対して軸方向に移動可能と
している。
【００２３】
　駆動スリーブ１１が限定する軸方向貫通孔内にはプッシュロッド１５が配設されている
。プッシャ３の前部はプッシュロッド１５に接続されている。プッシュロッド１５の前端
は駆動スリーブ１１の前端から延出して、プランジャ１４の軸方向貫通孔１４ｅを貫通し
て径方向貫通孔１４ｄ内に挿入されている。プッシュロッド１５の前端は更にペダルスプ
リング１６の前側の反作用板１７に接続されている。ペダルスプリング１６及び反作用板
１７がプランジャ１４の径方向貫通孔１４ｄを貫通してプランジャ１４の径方向両側から
露出している。初期位置では、反作用板１７はプランジャ１４の前端壁１４ｆの軸方向後
側に位置するとともに、前端壁１４ｆとは軸方向距離で離れている。
【００２４】
　ペダルスプリング１６の径方向両端は規制ロッド１８にそれぞれ接続されている。規制
ロッド１８は倍力装置の中心軸線に平行に延在するとともに、プランジャ１４の小径部分
１４ｃを囲むように配設されている規制板１９により拘束されて、規制ロッド１８を規制
板１９に対して有限的な軸方向距離上で往復動させることができる。図８に示す例におい
て、規制ロッド１８の前端はペダルスプリング１６の長手方向外端に固定されており、規
制ロッド１８の後部には細棒部１８ａが形成されており、該細棒部１８ａは図９に示す規
制板１９の対応する径方向端部中の貫通孔１９ａに挿入されるともに、該貫通孔１９ａ中
で軸方向移動可能である。ペダルスプリング１６がプッシュロッド１５の押動により軸方
向で弾性変形するとき、細棒部１８ａの軸方向両端の大径部分と規制板１９の軸方向両側
端面との間の当接により、規制ロッド１８の軸方向移動範囲を限定し、つまりペダルスプ
リング１６の径方向両端の軸方向移動範囲を限定する。よって、規制ロッド１８と規制板
１９とでペダルスプリング１６の規制構造を構成している。
【００２５】
　理解できることは、その他形式のペダルスプリング規制素子もまた採用できる、という
ことである。例えば、図１０にはペダルスプリング１６の他の種類の規制構造を図示して
おり、このうち、規制ロッド１８の前端はペダルスプリング１６の長手方向外端にヒンジ
連結されており、規制ロッド１８の後端にはヒンジピンを有しており、該ヒンジピンは規
制板１９における軸方向に平行に延在しているガイド溝１９ａ内に挿入されて、該ヒンジ
ピンはガイド溝１９ａ内で前後移動可能である。初期位置では、二つの規制ロッド１８の
前端の間の径方向距離と、二つの規制ロッド１８の後端の間の径方向距離とは異なってい
ても同じであってもよい。プッシュロッド１５がペダルスプリング１６を前向きに押動す
ると、規制ロッド１８の後端のヒンジピンがガイド溝１９ａ内で前向きに摺動する。規制
ロッド１８の後端のヒンジピンがガイド溝１９ａの前部溝底まで達すると、規制ロッド１
８の後端が拘束されて継続して前向き移動ができなくなり、よって、ペダルスプリング１
６の径方向両端は更に前方に移動できなくなる。プッシュロッド１５がペダルスプリング
１６の中央部を前向きに押動するのに伴って、ペダルスプリング１６は軸方向上で弾性変
形し始める。
【００２６】
　規制板１９は回転不能であり、しかも駆動ナット１２との間の軸方向位置が変わらない
ように保持されている。言い換えれば、規制板１９は駆動ナット１２に伴って軸方向に移
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動可能であるが、回転不能である。適切な保持構造によって、規制板１９の上記した能力
を実現することができる。例えば、図示する例において、規制板１９は軸受１３の外輪に
固定されている。
【００２７】
　反作用板１７の径方向両端の前側には、第１の復帰スプリング２１を押圧するためのス
プリング押さえ２０が装着されている。第１の復帰スプリング２１は、スプリング押さえ
２０、反作用板１７、ペダルスプリング１６を介してプッシュロッド１５を軸方向に後向
きに押圧するのに用いられる。第１の復帰スプリング２１はブレーキマスターシリンダ１
のシリンダボディとスプリング押さえ２０との間に装着することができる。
【００２８】
　また、ブレーキマスターシリンダ１のシリンダボディとプランジャ１４のフランジ１４
ｂとの間には、プランジャ１４を軸方向に後向きに押圧するための第２の復帰スプリング
２２が装着されている。第２の復帰スプリング２２のスプリング硬さは第１の復帰スプリ
ング２１よりも高い。
【００２９】
　理解できることは、倍力装置の内部構造によれば、第１の復帰スプリング２１及び第２
の復帰スプリング２２はその他の位置に配設することができる、ということである。また
、図示する例において、両者はいずれもコイル圧縮スプリングの形式であるが、両者の上
記押圧機能を実現できるのであれば、その他形式のスプリングを採用してもよい。例えば
、図１０に示す例において、第１の復帰スプリング２１は３Ｄの金属ワイヤスプリングで
あり、その一端はペダルスプリング１６の長手方向外端に掛け止めされ、他端は規制板１
９に固定されている。理解できることは、第２の復帰スプリング２２にも３Ｄの金属ワイ
ヤスプリングの形式を採用してもよい、ということである。
【００３０】
　図３には、電動ブレーキ倍力装置におけるペダル踏力伝達機構（線）を概略的に描画し
ており、このうちペダル踏力はプッシャ３、プッシュロッド１５を介してペダルスプリン
グ１６、反作用板１７に伝達されて、ペダルスプリング１６、反作用板１７を第１の復帰
スプリング２１に抗して前向きに移動させることができる。反作用板１７の径方向一端に
は、径方向延在部分１７ａが装着されるか、又は形成されており、径方向延在部分１７ａ
はペダルストロークセンサ６に対向して、径方向延在部分１７ａの軸方向移動はペダルス
トロークセンサ６により検出することができることから（例えば変化する磁場による）、
制御手段５はペダルストロークを確定することができ、運転者によるブレーキの意図を判
断することも可能となる。
【００３１】
　図４には、電動ブレーキ倍力装置における制動アシスト力伝達機構（線）を概略的に描
画しており、このうちブレーキモータ４の駆動力（制動アシスト力）は駆動ナット１２、
駆動スリーブ１１を介してプランジャ１４に伝達されることから、第２の復帰スプリング
２２の推力に抗してプランジャ１４を前向きに移動させるとともに、プランジャ１４はブ
レーキモータ４が発生させた制動アシスト力を電動ブレーキ倍力装置の出力としてピスト
ン２に伝達する。
【００３２】
　指摘しておくべきは、図示する例において、制動アシスト力は主に駆動ナット１２及び
駆動スリーブ１１を介して伝達される、ということである。しかし、理解できることは、
回転運動を直線運動に変換するその他機構、例えば、ギヤ・ラック機構等を、ここでの制
動アシスト力を伝達するのに用いることができる、ということである。
【００３３】
　また、指摘しておくべきは、プランジャ１４、プッシュロッド１５、ペダルスプリング
１６、反作用板１７は軸方向移動のみが許容され、回転は許容されておらず、これらの回
転防止は適切な拘束構造により実現することができ、例えば規制板１９（回転不可）を介
して規制ロッド１８がペダルスプリング１６に対して発生させる回転防止拘束により実現
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される、ということである。
【００３４】
　以下にて、電動ブレーキ倍力装置の操作を記述する。
【００３５】
　まず、電動ブレーキ倍力装置のノーマル操作モードを記述する。いわゆるノーマル操作
とは、電動ブレーキ倍力装置が、運転者がブレーキペダルを踏み込む動作により起動する
とともに、ブレーキモータ４が制動アシスト力を提供するというものである。図１１に示
すように、運転者がブレーキペダルを踏み込んだ後、プッシャ３がプッシュロッド１５を
介してペダルスプリング１６及び反作用板１７を軸方向に前向きにアイドルストローク分
押動する。このアイドルストロークの距離は規制板１９の規制ロッド１８に対する規制に
より決定される。例えば、このアイドルストロークは約５ｍｍ又はそれ以下である。制御
手段５は、ペダルストロークセンサ６により前記アイドルストロークを検出することで、
これにより運転者がブレーキペダルを踏み込んだことを確認することから、ブレーキモー
タ４が正回転するように起動して、確定した距離でプランジャ１４を前向きに移動させる
ように駆動する。プランジャ１４のこの部分での前向き移動により、ピストン２をブレー
キマスターシリンダ１のシリンダボディ内へ前向きに移動させることで、ブレーキマスタ
ーシリンダ１のシリンダボディ内で圧力が上昇し始める。
【００３６】
　前記アイドルストロークが終了した後、もし運転者が更にブレーキペダルを踏み込むと
、規制ロッド１８規制板１９が受ける規制により継続して移動することができず、ペダル
スプリング１６の両端も規制ロッド１８により規制されて軸方向に前向きに移動すること
ができなくなり、ペダルスプリング１６が軸方向で変形し始めて、図１２に示すように、
ペダルスプリング１６はブレーキペダルに伝達する徐々に増大する反作用力を発生させる
と同時に、反作用板１７が更に前向きに移動する。制御手段５は、ペダルストロークセン
サ６により前記更なる前向き移動を検出するとともに、これにより運転者のブレーキの意
図を判断するので、ブレーキモータ４が正回転してプランジャ１４を確定した距離で更に
前向きに移動させるように制御する。プランジャ１４のこの部分での前向き移動により、
ピストン２をブレーキマスターシリンダ１のシリンダボディ内へ更に前向きに移動させる
ので、ブレーキマスターシリンダ１のブレーキ液圧力が突然増加し、つまり圧力が急増す
る。ブレーキマスターシリンダ１はブレーキ系統のブレーキ素子に向けて圧力が徐々に増
大するブレーキ液を出力するので、車両を制動することになる。その後、アシスト段階に
移行するが、この段階においては、ブレーキマスターシリンダ１の出力圧力と倍力装置の
アシスト力との間の圧力－力曲線が高い勾配を有することで、非出力圧力を急増させる。
【００３７】
　制動が終了すると、運転者がブレーキペダルを緩め、ブレーキマスターシリンダ１内の
液圧力及び第１の復帰スプリング２１の押動により、反作用板１７が後向きに移動し、制
御手段５がこれにより運転者のブレーキ終了の意図を判断するとともに、ブレーキモータ
４の逆回転を駆動することで、駆動スリーブ１１が初期位置に戻り、反作用板１７、ペダ
ルスプリング１６及びプッシュロッド１５が第１の復帰スプリング２１の作用により初期
位置に戻り、プランジャ１４もまた第２の復帰スプリング２２の作用により初期位置に戻
る。
【００３８】
　本願の電動ブレーキ倍力装置のノーマル操作モードは、一方で、倍力装置が提供するア
シスト力曲線が従来の真空倍力装置に似ていることから、真空倍力装置の代わりとなり且
つ類似したアシスト機能を提供することができる。また他方では、運転者がブレーキペダ
ル上で感じるペダルの反作用力及びストロークが、従来のブレーキペダル操作中の反作用
力及びストロークに似ている。
【００３９】
　続いて、電動ブレーキ倍力装置の全電動操作モードを記述する。いわゆる全電動操作モ
ードとは、つまり運転者がブレーキペダルを踏み込んでいない場合に、制御手段５が車両
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自動制動機能からの制動信号に基づいて電動ブレーキ倍力装置を起動するか、又は車両自
動制動機能が電動ブレーキ倍力装置を直接司るというものである。この場合、プッシュロ
ッド１５、ペダルスプリング１６、反作用板１７を動かないように保持し、ブレーキモー
タ４が正回転して駆動ナット１２、駆動スリーブ１１によりプランジャ１４の前向き移動
を駆動することで、ピストン２を前向きに押圧して、車両の制動を実現する。制動終了が
確定すると、ブレーキモータ４が逆回転するように制御して、駆動スリーブ１１を初期位
置に戻すとともに、プランジャ１４もまた第２の復帰スプリング２２の作用により初期位
置に戻る。
【００４０】
　ノーマル操作モードか、全電動操作モードであるかに関わらず、電動ブレーキ倍力装置
の入力はいずれもブレーキモータ４由来のみであり、いかなるペダル踏力成分もない。よ
って、この二種類の制動モードはモータ制動操作と総称することができる。しかも、ノー
マル操作モードか、全電動操作モードであるかに関わらず、いずれも従来の真空倍力装置
と似たアシスト力比及びアシスト力曲線を提供することができる。また、運転者が付与し
たペダルストロークは、ノーマル操作モード中にて運転者のブレーキの意図を制御手段５
により判断するのに用いるのみである。ノーマル操作モードでは、ペダルスプリング１６
が変形して、徐々に増大する反作用力がブレーキペダルを介して運転者の足にフィードバ
ックされることから、運転者のブレーキ体感は、従来の真空倍力装置付きブレーキ系統を
含む従来のブレーキ系統に似ている。
【００４１】
　また、電動ブレーキ倍力装置は更に全ペダル操作モードを有する。全ペダル操作モード
は、ブレーキモータ４が正常に動作しない、又は無効化されているときに発生するもので
あり、この状況では、ブレーキモータ４には給電されない。このとき、駆動ナット１２の
軸方向移動ロック機能が解除されることから、軸方向移動が可能である。運転者がブレー
キペダルを踏み込むと、反作用板１７がプランジャ１４の前端壁１４ｆに当接するまで、
プッシャ３がプッシュロッド１５を介してペダルスプリング１６を軸方向に前向きに押動
するとともに、これによりプランジャ１４の前向き移動を連動することで、ピストン２を
前向きに押圧して車両の制動を実施する。この過程で、ペダルスプリング１６は規制ロッ
ド１８を通じて規制板１９を牽引するが、規制板１９も駆動ナット１２及び駆動スリーブ
１１を付帯して軸方向に前向きに移動する。制動終了後、第１の復帰スプリング２１及び
第２の復帰スプリング２２の作用により、関連する素子が初期位置に戻る。
【００４２】
　また、電動ブレーキ倍力装置が電動車両に応用される場合には、ブレーキエネルギー回
収に関与する能力を更に有する。ブレーキエネルギー回収操作において、制御手段５はブ
レーキペダルの踏み込みを検出して、プランジャ１４が所定距離で前向きに移動するよう
に駆動するようにブレーキモータ４を制御する。
【産業上の利用可能性】
【００４３】
　本願によれば、モータ制動操作を実行するとき、電動ブレーキ倍力装置のブレーキモー
タの制動アシスト力伝達線はペダル踏力伝達線に対して分離している。制動アシスト力伝
達素子の動作は、ペダル踏力伝達素子及びブレーキペダルを連動することはないことから
、制動アシスト力の伝達が阻害されるのを回避し、運転者にブレーキペダルからの不快感
を与えることを回避することができる。また、ブレーキモータ動作時に、電動ブレーキ倍
力装置の入力はブレーキモータ由来のみとなり、ペダル踏力と組み合わされることはない
。
【００４４】
　ブレーキモータが正常に動作している場合、ペダルスプリングが、運転者の足にフィー
ドバック制動状態の感触を提供するための、及び運転者のブレーキの意図を判断するため
のエミュレータとして用いられ、ペダル踏力がブレーキ倍力装置の出力の一部に変換され
ることはない。
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【００４５】
　本願の分離型電動ブレーキ倍力装置は従来の真空倍力装置と完全に置換できるうえ、真
空倍力装置に似たブレーキアシスト性能を提供することができる。この点において指摘し
ておくべきは、真空ブレーキ倍力装置はエンジンの吸気管で発生する真空度により制動ア
シスト力を発生させることから、真空ブレーキ倍力装置の動作はエンジン自体の動作に対
して一定の影響がある、ということである。また、エンジンが停止した後は、吸気真空度
がなくなることから、制動アシスト力を発生させることができなくなる。本願の電動ブレ
ーキ倍力装置は、エンジンの吸気管で発生する真空度に頼る必要がないため、エンジンが
運転しているか否かに関わらず、制動アシスト力機能を提供することができる。
【００４６】
　また、本願の分離型電動ブレーキ倍力装置は特に自動制動機能を備えた車両に適してお
り、つまり自動制動機能により電動ブレーキ倍力装置及び車両ブレーキ系統の制御を司る
ことから、運転者がブレーキペダルを踏み込む必要がない。
【００４７】
　指摘しておくべきは、ここでは具体的な実施形態の記述を参照して本願を記述している
が、本願の範囲は開示している詳細部分に限定されるものではない、ということである。
本願の基本原理から逸脱しない状況において、これら詳細部分に対して各種修正を行うこ
とができる。
【符号の説明】
【００４８】
　１　ブレーキマスターシリンダ
　２　ピストン
　３　プッシャ
　４　ブレーキモータ
　５　制御手段
　６　ペダルストロークセンサ
　１１　駆動スリーブ
　１２　駆動ナット
　１２ａ　ねじ部分
　１２ｂ　前部分
　１２ｃ　後部分
　１３　軸受
　１４　プランジャ
　１４ａ　本体
　１４ｂ　フランジ
　１４ｃ　小径部分（内室）
　１４ｄ　径方向貫通孔
　１４ｅ　軸方向貫通孔
　１４ｆ　前端壁
　１５　プッシュロッド
　１６　ペダルスプリング
　１６ａ、１６ｂ、１６ｃ　板ばね
　１７　反作用板
　１７ａ　径方向延在部分
　１８　規制ロッド
　１８ａ　細棒部
　１９　規制板
　１９ａ　ガイド溝
　２０　スプリング押さえ
　２１　第１の復帰スプリング
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　２２　第２の復帰スプリング
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