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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
自動車用の駐車又は緊急ブレーキ装置であって、前記ブレーキの阻止手段を作用させて
車両を動かないようにするために、所定の機械的な力をブレーキ操作部材に加える制御式
の作動装置（１０）を備えており、前記作動装置（１０）は、油圧式で、加圧された流体
が供給される、緊急ブレーキ装置において、
前方油圧チャンバ（１６）の軸方向境界を画定し、作動行程に亘って前記所定の機械的
な力を前記操作部材に掛けることのできるピストン（１４）が、中を滑動するシリンダ（
１２、２２）と、
選択的に前記前方圧力チャンバ（１６）を加圧された作動油の供給口（２０）と連通さ
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せて、前記前方圧力チャンバ（１６）内に油圧作動圧力を確立する弁手段（１８）と、を
備えており、
前記弁手段（１８）は、前記ピストン（１４）と前記シリンダ（１２）の間に挟まれて
おり、前記ピストン（１４）のその作動行程に先立つ制御行程に亘る軸方向運動によって
制御されていることを特徴とする駐車又は緊急ブレーキ装置。
【請求項２】
前記弁手段（１８）は、軸方向にそれぞれ前記加圧された流体の供給口（２０）の前及
び後に配置することができ、前記ピストン（１４）が非作動の前方位置にあるときには、
前記前方油圧チャンバ（１６）を前記供給口（２０）から分離する、プライマリ（５０）
及びセカンダリ（５２）のシーリング手段を備えていることを特徴とする、請求項１に記
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載の駐車ブレーキ装置。
【請求項３】
前記装置は、
非作動の前方位置であって、前記ピストン（１４）がそこに向かって戻し手段（６０）
により弾性的に戻され、そこでは、前記弁手段（１８）が、前記前方油圧チャンバ（１６
）を前記供給口（２０）からシールされた状態に分離している、前方位置と、
前記前方圧力チャンバ（１６）に加圧された作動油が供給される中間位置との間の、
前記シリンダ（１２、２２）内の前記ピストン（１４）の軸方向運動に対応する先行す
る制御行程に亘る前記ピストン（１４）の並進制御のための制御手段（５８）を備えてい
ることを特徴とする、請求項１又は２に記載の駐車ブレーキ装置。
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【請求項４】
前記ピストン（１４）の軸方向の運動を制御する前記制御手段（５８）は、運動伝達手
段（６６）を作動させて電気モーター（６８）の回転運動を前記ピストン（１４）の並進
運動に変えることできる駆動手段（５４）を備えていることを特徴とする、請求項３に記
載の駐車ブレーキ装置。
【請求項５】
前記運動伝達手段（６６）は、雌ねじの切られたナット（７２）を備えた「スクリュー
−ナット」式の機構であって、前記ナットは、軸方向に動かず、前記ナット（７２）の中
に入っているねじ付スクリュー（７４）の並進軸方向運動を生じさせるように、前記モー
ター（６８）によって回転方向に駆動され、前記スクリュー（７４）は前記ピストン（１
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４）の運動を駆動することができるようになっている、機構を備えていることを特徴とす
る、請求項４に記載の駐車ブレーキ装置。
【請求項６】
前記ピストン（１４）は、軸方向の作動行程に亘ってその中間位置から後方制動位置へ
後方に動かすことができ、前記後方制動位置では、前記ピストン（１４）は、作動手段（
９０）に作用して、前記所定の機械的な力を前記ブレーキ操作部材に加えることを特徴と
する、請求項３乃至５の何れか一項に記載の駐車ブレーキ装置。
【請求項７】
前記装置は、前記ピストン（１４）を前記後方制動位置で軸方向に動かないようにする
ための機械的ロック手段（１０２）を備えていることを特徴とする、請求項６に記載の駐
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車ブレーキ装置。
【請求項８】
前記ブレーキ操作部材を作動させるための前記作動手段（９０）は、運動に関して、前
記ピストン（１４）が非作動のその前方位置からその中間位置へ動くときに、前記作動手
段（９０）が影響を受けないように、前記ピストン（１４）の制御行程とほぼ等しい所定
の軸方向間隙を取って、前記ピストン（１４）に連結されていることを特徴とする、請求
項６又は７に記載の駐車ブレーキ装置。
【請求項９】
前記作動手段（９０）は、円筒形の頭部（９６）を備えたロッド（９２）であって、前
記頭部は、前記ピストン（１４）の相補的な内部円筒形区画（３２）内を軸方向に、
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前記ロッド（９２）の前記頭部（９６）が、前記ピストン（１４）の前記内部円筒形区
画（３２）の後方のストッパ（３８）に押し付けられている、非作動の前方位置と、
前記ピストン（１４）の前記内部円筒形区画（３２）の前方のストッパ（３６）に押し
付けられている前記ロッド（９２）の前記頭部（９６）が、作動行程の間は、所定の機械
的な力を前記操作部材に加えるように作動する、後方操作位置との間で、動くように取り
付けられていることを特徴とする、請求項６乃至８の何れか一項に記載の駐車ブレーキ装
置。
【請求項１０】
請求項７に記載の作動装置（９０）を備えている型式の駐車又は緊急ブレーキ装置を制
御するための操作方法において、前記駐車ブレーキを操作するために、
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前記ピストンを制御する前記制御手段（５８）を作動させて、前記ピストン（１４）を
、非作動のその前方位置からその中間位置に向かって、加圧された作動油を前記前方圧力
チャンバ（１６）へ供給できるように動かす段階である第１ステップと、
前記前方圧力チャンバ（１６）に作動液を第１圧力Ｐ１で供給して、前記ピストン（１
４）を、前記戻し手段（６０）の作用に抗して、前記操作部材を作動させる前記作動手段
（９０）に、ブレーキの阻止手段が掛ける、車両が駐車しているときに車両を動かないよ
うにするだけの制動力に相当する最大の所定の機械的な力を加えるその後方制動位置まで
動かす段階である第２ステップと、
前記ロック手段（１０２）を作動させ、前記ピストン（１４）をその後方制動位置に機
械的にロックする段階である第３ステップと、を含んでいることを特徴とする操作方法。
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【請求項１１】
前記操作方法は、前記駐車ブレーキを解除するために、前記前方圧力チャンバ（１６）
に、前記第１圧力Ｐ１より高い第２圧力Ｐ２の作動液を供給して前記ピストン（１４）を
ロック解除し、前記ピストン（１４）を非作動のその前方位置に向かって弾性的に戻す段
階であるステップを含んでいることを特徴とする、請求項１０に記載の操作方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、駐車ブレーキの油圧作動用の装置と、そのような装置を操作させるための方
法に関する。
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本発明は、より具体的には、駐車又は緊急ブレーキ装置に、特に自動車用の、前記ブレ
ーキの阻止手段を作動させて車両を動かないようにするために、ブレーキ操作部材に所定
の力を加える制御式の作動装置を備えている型式の駐車又は緊急ブレーキ装置に、及びそ
のような作動装置を操作するための方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
数多くの自動車用ブレーキシステムが知られており、その機能は、技術的には、車両を
減速又は停止させるか、又は、特に車両が長時間停止しているときに、静止状態に保つか
の何れかである。
【０００３】
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この様に、車両のブレーキシステムでは、サービスブレーキ機能として知られている第
１の機能と、駐車又は緊急ブレーキ機能として知られている第２の機能の間に、明確な区
別がある。
【０００４】
従って、ブレーキシステムは、メインサービスブレーキ機能及び／又は駐車ブレーキ機
能を果たすための少なくとも１つのブレーキ機構を備えており、このために、ブレーキシ
ステムは、サービスブレーキ装置と駐車ブレーキ装置を備えている。
【０００５】
現在最新の技術によるブレーキ機構は、基本的に大きく２つの種類、即ち一方のディス
クブレーキと他方のドラムブレーキで構成されており、両ブレーキのそれぞれの働きは周
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知なので、以下の説明で詳しくは論じない。
【０００６】
これらのブレーキ機構は、一般的に、メインサービスブレーキ装置か又は駐車ブレーキ
装置の何れかによって選択的に作動させることのできる固有の阻止手段を備えており、そ
れは、これらの装置は、駐車ブレーキが緊急ブレーキとして用いられていない限り、同時
には作動せず、明確に異なるブレーキ機能を果たすからである。
【０００７】
具体的には、駐車ブレーキ装置は、自動車のメインブレーキ装置が故障した際に、運転
者が操作できる緊急ブレーキを構成する。
特に駐車ブレーキ装置がこの緊急ブレーキ機能を果たすために、ブレーキシステムは、
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ブレーキ機構の２つのブレーキ装置それぞれに、独立した制御手段を備えている。
【０００８】
書類番号ＦＲ−Ａ−２．８２９．５４３号は、ブレーキシリンダが、車両のブレーキペ
ダルからの指令に応えてサービスブレーキ機能を果たさせるための油圧作動手段と、駐車
ブレーキ機能を果たすための機械的作動手段と、を通常の様式で備えているディスクブレ
ーキ機構の１つの例を記載している。
【０００９】
より具体的には、駐車ブレーキを作動させる機械的手段は、操作部材を形成するレバー
によって制御される可動部品の組み合わせを備えており、操作部材に、駐車ブレーキ作動
装置のケーブルの端部が張力を働かせ、ブレーキの阻止手段を形成するパッドをブレーキ
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ディスクに作用させる。
【００１０】
書類番号ＦＲ−Ａ−２．６９７．５９９号は、車両のブレーキペダルを経由する指令に
応えてサービスブレーキ機能を果たさせるためのメイン油圧作動手段と、駐車又は緊急ブ
レーキ機能を果たす補助の機械的作動手段と、を通常の様式で備えているドラムブレーキ
機構の例を記載している。
【００１１】
より具体的には、駐車ブレーキを作動させる補助の機械的手段は、軸回転できるように
取り付けられ、操作ケーブルを介してその端部の１つに加えられる張力の作用を受けて、
阻止手段支承摩擦ライニングを形成するプライマリシューとセカンダリシューを、ブレー
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キドラムの内部円筒形表面に対して、個別に動かすことができる作動レバーを備えている
。
【００１２】
更に、それぞれメインブレーキ機能と駐車又は緊急ブレーキ機能を果たすために、ディ
スクブレーキとドラムブレーキの使用を組み合わせたハイブリッドブレーキ機構も知られ
ており、各ブレーキは、それぞれ従来型の作動装置で作動する阻止手段を備えている。
【００１３】
更に具体的には、このようなブレーキ機構は、サービスディスクブレーキを作動させる
ための油圧装置と、駐車ドラムブレーキを作動させるための機械装置とを備えている。
書類番号ＵＳ−Ａ−４．８５４．４２３号、又は、ＷＯ−Ａ−９６．４１０８５号は、
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そのようなブレーキ機構を記載しており、そのような機構は、中央のブレーキドラムを半
径方向外向きに伸張するブレーキディスクが取り囲み、軸方向断面で見て全体的にハット
形状を呈しているので、ドラムインハット機構としても知られている。
【００１４】
理解頂けたであろうが、ブレーキ機構の型式の如何によらず、駐車制動力を加えて、ブ
レーキの阻止手段を作用させるのは、ブレーキの状態を変えて車両が動けないようにする
ために、操作部材を形成するレバーに一般的には張力である所定の力を働かせる操作ケー
ブルを備えている駐車ブレーキ装置を作動させることによって行われる。
【００１５】
駐車ブレーキ装置は、このために、今日では一般的に自動車に装着されているハンドブ
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レーキの様な機械式の制御式作動装置を備えている。
そのような機械式作動装置は、室内に配置され、操作ケーブルの一方の端部が留められ
ているハンドブレーキレバーから成る手動操作部材を通常は備えており、前記ケーブルの
他方の端部は駐車ブレーキ操作部材を作動させる。
【００１６】
従って、ハンドブレーキレバーに繋がれている操作ケーブルを作動させるため、運転者
は、前記レバーに、一般的には張力である所定の力を、駐車ブレーキを操作するための部
材を形成するレバーに作用させるために、制御力を加える。
【００１７】
駐車ブレーキを作動させるための機械式作動装置の場合、制動力又は入力を生成するの
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に必要なエネルギーは、従って、運転者の身体的強さのみによって供給される。
このことは、ハンドブレーキ式の機械的装置が、今日、特に身体的強さの低い人にとっ
て、使用するのに不快でうんざりすると考えられている理由の一つである。
【００１８】
更に、駐車ブレーキの阻止手段を作用させることになる、加えられる制動力は、運転者
が加える力に直接的に依存しており、つまり、運転者がハンドブレーキレバーに掛ける力
が不十分であるか、極端な場合、レバーを作動させるのを全く忘れることにでもなれば、
車両は正しく動かない状態にはならず、事故に繋がりかねない。
【００１９】
従って、ハンドブレーキ式の機械的作動装置の形態をとる駐車ブレーキは、望まれてい
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るほど信頼できるものでも、頼れるものでもない。
この他にも駐車ブレーキ作動装置は開発されており、具体的には、電気的に、又は流体
的に、典型的には油圧的に、作動させることのできる作動装置である。
【００２０】
而して、書類番号ＵＳ−Ａ−４．７９２．４４７号は、例えば、駐車ブレーキ機能を果
たすためのディスクブレーキ機構を作動させるための電気的装置について記載している。
しかしながら、そのような電気的作動装置は、特に、相当な遊星歯車の配列と高出力の
電気モーターを必要とし、これは、法外な製造コストに繋がり、更に、前記装置に電力を
供給する機上電源が故障するかもしれないという信頼性の問題を引き起こすので、満足の
いくものではない。
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【００２１】
書類番号ＥＰ−Ａ−０．５２６．２７３号は、運転者が車両のブレーキペダルに加える
圧力によって油圧で作動し、阻止手段を形成しているパッドをブレーキディスクの面に作
用させる、駐車ブレーキを備えたディスクブレーキについて記載している。
【００２２】
駐車ブレーキを油圧作動させるための装置が作動するやり方は、先ず最初にブレーキペ
ダルに力が加えられ、所与の制動力によってパッドをティスクに作用させる制御圧力を生
成し、次に、足がなおペダル上で力を維持し続けている場合は、電気スイッチが作動し、
ピストンの軸に沿う直線並進運動で前記ピストンと同軸のスリーブを駆動させる電気モー
ターをＯＮに切り替えて、ピストンを、車両を動かないようにする駐車ブレーキ位置にロ
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ックするというものである。
【００２３】
しかしながら、そのような油圧作動装置には、数多くの欠点がある。
具体的には、ハンドブレーキ式の機械的装置について前に述べたのと同じく、駐車制動
力を加えるのに必要な油圧を、運転者自身の身体的強さによって生成するのは、運転者の
責務である。
【００２４】
更に、電気モーターは、パッドをディスクに作用させる力を増すことができないので、
運転者がペダルを押し下げなければ、又は十分強く押さなければ、車両は正しく動かない
状態にならない恐れがある。
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【特許文献１】ＵＳ−Ａ−４．８５４．４２３号、ＷＯ−Ａ−９６．４１０８５号
【特許文献２】ＦＲ−Ａ−２．８２９．５４３号
【特許文献３】ＦＲ−Ａ−２．６９７．５９９号
【特許文献４】ＵＳ−Ａ−４．７９２．４４７号
【特許文献５】ＥＰ−Ａ−０．５２６．２７３号
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００２５】
これらの欠点を改善するために、本発明は、十分な駐車制動力を加えるのに必要な所定
の力を生成するのに加圧された作動油を使用する作動装置を備えた駐車ブレーキ装置を提
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案している。
【００２６】
このため、本発明は、特に自動車用の駐車又は緊急ブレーキ装置であって、ブレーキの
阻止手段を作用させて車両を動かないようにするために、所定の力をブレーキ操作部材に
加える制御式の作動装置を備えており、前記作動装置は、油圧式で、加圧された流体が供
給される、駐車又は緊急ブレーキ装置において、
前方油圧チャンバの軸方向境界を画定し、作動行程に亘って所定の機械的な力を操作部
材に掛けることのできるピストンが、中を滑動するシリンダと、
選択的に前方圧力チャンバを加圧された作動油の供給口と連通させて、前方圧力チャン
バ内に油圧作動圧力を確立する弁手段と、を備えており、前記弁手段は、ピストンとシリ
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ンダの間に挟まれており、ピストンのその作動行程に先立つ制御行程に亘る軸方向運動に
よって制御されていることを特徴とする駐車又は緊急ブレーキ装置を備えている。
【００２７】
好都合に、本発明による作動装置は、室内からハンドブレーキレバーを無くすことがで
き、そうすることで空間を節約し、而して室内のレイアウトの自由度を高め、受動的安全
性を改良する。
【００２８】
更に、本発明による作動装置は、運転者側に身体的強さを殆ど又は全く必要とせず、効
果的な駐車制動力が運転者の身体的能力に関係なく加えられるようなやり方で制御するこ
とができる。
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【００２９】
必要に応じて、本発明による作動装置は、加圧された作動油を作動装置に供給するため
に、これもメインサービスブレーキを作動させる油圧作動装置に加圧された流体を供給す
る、車両のブレーキ回路に接続されている。
【００３０】
好都合に、本発明による作動装置は、加圧された作動油を作動装置に供給するために、
車両に装備されているＥＳＰポンプに接続されている。
好都合に、最新の技術による作動装置、特にハンドブレーキ式の装置は、空間を殆ど占
拠しない本発明による油圧作動装置に置き替えることができ、これは、ブレーキ機構の型
式に関係なく当てはまり、ブレーキ機構操作部材を修正する必要も無い。
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【００３１】
好都合に、本発明による作動装置は、構造が簡単で、信頼性が高く頼りになり、妥当な
コストであり、好適にも、キャビン内に非常に小さな空間しか取らない制御部材を伴って
おり、運転者側で相当な力を掛けること無く容易に作動させることができる。
【００３２】
本発明による装置のこの他の特徴によれば、
−弁手段は、軸方向にそれぞれ加圧された流体の供給口の前及び後に配置することができ
、ピストンが非作動の前方位置にあるときに前方油圧チャンバを供給口から分離する、プ
ライマリ及びセカンダリのシーリング手段を備えており、
−本装置は、
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・非作動の前方位置であって、ピストンがそこに向かって弾性的に戻され、そこでは、
弁手段が前方油圧チャンバを供給口からシールされた状態に分離している、前方位置と、
・前方圧力チャンバに加圧された作動油が供給される中間位置との間の、
シリンダ内のピストンの軸方向運動に対応する先行する制御行程に亘るピストンの並進制
御のための制御手段を備えており、
−ピストンの軸方向の運動を制御する制御手段は、電気モーターの様な、運動伝達手段を
作動させてモーターの回転運動をピストンの並進運動に変えることができる駆動手段を備
えており、
−前記運動伝達手段は、雌ねじの切られたナットを備えた「スクリュー−ナット」式の機
構であって、前記ナットは、軸方向に動かず、ナットの中のねじ付スクリューの並進軸方
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向運動を生じさせるように、モーターによって回転方向に駆動され、前記スクリューはピ
ストンの運動を駆動することができるようになっている、機構を備えており、
−ピストンは、軸方向の作動行程に亘ってその中間位置から後方制動位置へ後方に動かす
ことができ、後方制動位置では、ピストンは、作動手段に作用して、所定の機械的な力を
ブレーキ操作部材に加え、
−本装置は、ピストンを後方制動位置で軸方向に動かないようにするための機械的ロック
手段を備えており、
−ブレーキ操作部材を作動させるための作動手段は、運動に関して、ピストンが非作動の
その前方位置からその中間位置へ動くときに、作動手段が影響を受けないように、ピスト
ンの制御行程とほぼ等しい所定の軸方向間隙を取って、ピストンに連結されており、
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−前記作動手段は、円筒形の頭部を備えたロッドであって、前記頭部は、ピストンの相補
的な内部円筒区画内を軸方向に、
・ロッドの頭部が、ピストンの内部円筒形区画の後方のストッパに押し付けられている
、非作動の前方位置と、
・ピストンの内部円筒形区画の前方のストッパに押し付けられているロッドの頭部が、
作動行程の間は、所定の機械的な力を操作部材に加えるように作動する、後方操作位置と
の間で、動くように取り付けられている。
【００３３】
本発明は、更に、上記特性による作動装置を備えている型式の駐車又は緊急ブレーキ装
置を制御するための操作方法を提案しており、前記方法は、駐車ブレーキを操作するため

20

に、
−ピストンを制御する制御手段を作動させて、ピストンを、非作動のその前方位置からそ
の中間位置に向かって、加圧された作動油を前方圧力チャンバへ供給できるように動かす
段階である第１ステップと、
−前方圧力チャンバに作動液を第１圧力Ｐ１で供給して、ピストンを、戻し手段の作用に
抗して、操作部材を作動させる作動手段に、ブレーキの阻止手段が掛ける、車両が駐車し
ているときに車両を動かないようにするだけの制動力に相当する最大の所定の機械的な力
を加えるその後方制動位置まで動かす段階である第２ステップと、
−ロック手段を作動させ、ピストンをその後方制動位置に機械的にロックする段階である
第３ステップと、を含んでいる。
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【００３４】
更に、操作方法は、駐車ブレーキを解除するために、前方圧力チャンバに、第１圧力Ｐ
１より高い第２圧力Ｐ２の作動液を供給してピストンをロック解除し、ピストンを非作動
のその前方位置に向かって弾性的に戻す段階であるステップを含んでいる。
【００３５】
本発明のこの他の特徴と利点は、以下の詳細な説明を読めば明らかになるであろうし、
添付図面を参照すれば理解頂けるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
以下の説明では、同じ参照番号は、同一又は同様の機能を有する構成部品を示す。
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便宜上、用語「前」「後」「上」「下」は、それぞれ、図１の左、右、上、下に向いて
いる要素又は位置を示す。
【００３７】
図１は、駐車又は緊急ブレーキ（図示せず）の操作部材に所定の機械的な力を掛けて、
ブレーキ装置が装備されている車両を動かなくするために、前記ブレーキの阻止手段を作
用させることができる制御式作動装置１０を示している。
【００３８】
制御式作動装置１０は、油圧式の装置であり、つまり、作動装置を介して操作部材に掛
かる所定の機械的な力が、油圧によって得られる装置である。
作動装置１０は、その軸Ｘが全体の軸方向を決定するが、前方油圧チャンバ１６の境界
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を軸方向に画定するピストン１４が、中を滑動するシリンダ１２と、前方圧力チャンバ１
６を、選択的に加圧された作動油供給口２０と連通させて前記圧力チャンバ１６内に油圧
作動圧を確立する弁手段１８と、を備えている。
【００３９】
シリンダ１２は、この例では、前方部分１２Ａと後方部分１２Ｂの２つの部分で作られ
た本体を備えており、ピストン１４の様な作動装置１０の可動部品が装着され、溶接、接
着、弾性押圧嵌め又はねじ込みの様な適切な手段で、望ましくはシールされた状態に組み
立てられるようになっている。
【００４０】
シリンダ１２は、内部ボア２２を備えており、その円筒形表面は、ピストン１４と協働
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し、前方は前方横断方向壁２１によって、後方は後方横断方向壁２３によって軸方向に境
界が画定されている。
【００４１】
ピストン１４は、シリンダ１２のボア２２内でピストン１４を案内するための少なくと
も１つの前方外部円筒形区画２４を備えている。前方外部円筒形区画２４は、後方外部円
筒形区画２６によって、後方に向かって軸方向に伸張しており、後方外部円筒形区画２６
の外径は、前方外部円筒形区画２４の外径より小さい。
【００４２】
後方外部円筒形区画２６は、軸Ｘに関して半径方向全体に伸張している接続面２８を介
して、前方外部円筒形区画２４と繋がっている。
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ピストン１４は、軸方向に後方に向かって、シリンダ１２の内部ボア２２によって半径
方向に境界が画定されている後方チャンバ３０の境界を画定する。
【００４３】
ピストン１４は、前方内部円筒形区画３２と後方内部円筒形区画３４を備えている。
従って、ピストン１４は、前方部分１４Ａと後方部分１４Ｂの２つの部分で作られてお
り、それぞれ、前方３２と後方３４の内部円筒形区画内を滑動する可動部品を装着できる
ようになっている。
【００４４】
前方内部円筒形区画３２は、前方ストッパ面３６と後方ストッパ面３８によって軸方向
の境界が定められており、両ストッパ面は、それぞれ軸Ｘに関して半径方向に伸張してい
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る。
【００４５】
後方内部円筒形区画３４は、軸方向後方に向かって、前方ストッパ面４０によって境界
が画定されている。
従って、ピストン１４は、半径方向には、前方２４及び後方２６の外部円筒形区画によ
って、軸方向には、前方は前方横断方向壁４２によって、後方は後方横断方向壁４４によ
って、境界が画定されている。
【００４６】
前方４２と後方４４の横断方向壁は、半径方向内向き且つ中心方向に伸張しており、そ
れぞれ、前方３２と後方３４の内部円筒形区画内を軸方向に滑動する可動部品が壁を貫通
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できるようにするための、前方穿孔穴４６と後方穿孔穴４８を備えている。
【００４７】
本発明によれば、作動装置１０は、ピストン１４とシリンダ１２の間に挟まれ、作動行
程の前の制御された行程に亘るピストン１４の軸方向運動によって制御される、弁手段１
８を備えている。
【００４８】
更に具体的には、弁手段１８は、軸方向にそれぞれ加圧された流体の供給口２０の前及
び後に配置することができ、ピストン１４が、図１に示している非作動位置としても知ら
れている前方位置にあるときに、前方油圧チャンバ１６を供給口２０から分離する、プラ
イマリ５０及びセカンダリ５２のシーリング手段を備えている。
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【００４９】
プライマリ５０及びセカンダリ５２のシーリング手段は、ピストン１４とシリンダ１２
のボア２２の間に半径方向に挟まれており、この例では、ピストン１４に組み込まれてい
る。前方外部円筒形区画２４は、それぞれプライマリ５０及びセカンダリ５２のシーリン
グ手段を取り付けるための前方環状溝５４と後方環状溝５６を備えている。
【００５０】
プライマリ５０及びセカンダリ５２のシーリング手段は、例えば、エラストマー材料で
作られたＯリングの様なシール又は複合シールで構成されている。
代わりに、プライマリ５０及びセカンダリ５２のシーリング手段をシリンダ１２に組み
付け、内部ボア２２に、同様に前方５４及び後方５６の環状溝を設けてもよい。
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【００５１】
作動装置１０は、ピストン１４がそこに向かって弾性的に戻され、そこでは弁手段１８
が前方油圧チャンバ１６を供給口２０からシールされた状態で分離する、前方非作動位置
と、前方圧力チャンバ１６に加圧された作動油が供給される中間位置との間の、シリンダ
１２のボア２２内でのピストン１４の軸方向並進運動に対応する先行する制御行程に亘る
ピストン１４の運動を制御するための制御手段５８を備えている。
【００５２】
ピストン１４は、シリンダ１２の後方チャンバ３０内に収容されている圧縮ばねの様な
弾性戻し部材６０によって弾性的に戻され、前記ばねは、それぞれ、前部は、前方２４と
後方２６の外部円筒形区画の接続面２８を押し、後部は、シリンダ１２の後方横断方向壁
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２３の前面を押している。
【００５３】
ピストンの後方外部円筒形区画２６は、好都合に、戻しばね６０の前端の最初の巻の内
側に入っており、戻しばねが軸方向に並進運動するように案内する。
ピストン１４の軸方向運動を制御するための制御手段５８は、特に、回転運動をピスト
ン１４の並進運動に変換することのできる運動伝達手段６６を作動させることができる駆
動手段６４を備えている。
【００５４】
駆動手段６４は、電気モーター６８で形成されており、その出力シャフト７０は、運動
伝達手段６６を作動させる。
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運動伝達手段６６は、雌ねじの切られたナット７２から成る「スクリュー−ナット」式
の機構を備えており、前記ナット７２は、軸方向に動かず、ナット７２の中に入っている
ねじ付スクリュー７４の軸方向並進運動を生じさせ、ピストン１４の運動を駆動するよう
なやり方で、運動モーター６８によって回転方向に駆動される。
【００５５】
モーター６８は、好都合に、モーターの出力シャフト７０に固定されている第１プーリ
７６から成る減速装置を備えており、第１プーリ７６は、ベルト７８で、ナット７２によ
って形成されている第２プーリの回転を駆動する。
【００５６】
代わりに、ベルト７８は、歯車の様な別の適切な手段で置き換えてもよい。
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スクリュー７４は、軸方向に前方から後方に、頭部８０と、頭部８０が固定されている
長手方向本体８２とを備えており、長手方向本体８２は、第１の前方の円筒形区画８４と
、ねじ付の第２の後方の円筒形区画８６を備えており、ねじ付の第２の後方の円筒形区画
８６は、運動伝達手段６６のナット７２と協働するようになっている。
【００５７】
頭部８０は、ピストン１４の後方内部円筒形区画３４内を軸方向に滑動し、前方ストッ
パ面４０を押すことができるようになっている。
スクリュー７４の長手方向本体８２の前方円筒形区画８４は、ねじが切られておらず、
後方穿孔穴４８を通ってピストン１４の後方横断方向壁４４を貫通し、区画８４と穿孔穴
４８の間に半径方向に挟まれている後方シール８８と協働して、第２シール５２と共に、
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前方圧力チャンバ１６と後方チャンバ３０の間を確実にシールしている。
【００５８】
作動装置１０は、ピストン１４への影響に応答して、ブレーキ操作部材に直接又は間接
的に所定の力を加える作動手段９０を備えており、ピストン１４へは、運動に関して作動
手段９０が連結されている。
【００５９】
作動手段９０は、運動に関して、ピストン１４が、非作動のその前方位置から中間位置
へ動くときに、作動手段９０が影響を受けないように、ピストンの制御行程にほぼ等しい
所定の軸方向間隙をとって、ピストン１４に連結されている作動ロッド９２で構成されて
いる。
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【００６０】
作動ロッド９２は、軸方向に前方から後方へ、長手方向本体９４と、本体９４に固定さ
れている円筒形の頭部９６とを備えており、頭部９６は、ピストン１４の前方内部円筒形
区画３２内を軸方向に移動できるように取り付けられている。
【００６１】
長手方向本体９４は、前方穿孔穴４６を通ってピストン１４の前方横断方向壁４２を軸
方向に貫通し、前方穿孔穴９８を通ってシリンダ１２の前方横断壁２１を軸方向に貫通し
ている。
【００６２】
前方シール１００は、長手方向本体９４と前方穿孔穴９８の間に半径方向に挟まれて、
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前方圧力チャンバ１６をシールしている。
ピストン１４は、その中間位置から、ピストン１４が作動手段９０の円筒形頭部９６に
作用する、制動位置と呼ばれる後方位置への、軸方向作動行程に亘って、後方へ動かすこ
とができる。
【００６３】
更に具体的には、この例では、ピストン１４は、作動手段９０の円筒形の頭部９６に張
力を働かせる。
作動装置１０は、ピストン１４を後方制動位置で軸方向に動かないようにすることので
きる機械的ロック手段を備えているのが望ましい。
【００６４】
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機械的ロック手段１０２は、好都合に、ピストン１４の運動を制御する制御手段９０
５８で構成されており、それについては先に述べた。
図２で分かるように、ロック手段１０２は緊急装置１０４を備えており、制御手段９０
５８の電気モーター６８が機能不全になったときには、手段１０２を手動でロック解除で
きるようになっている。
【００６５】
緊急装置１０４はアクセスシャフト１０６を備えており、オペレーターが、アクセスシ
ャフト１０６を通して、伝達手段６６のスクリュー７４の後端に設けられたソケット１０
８の形状と相補的な形状の頭部を前端に備えたスクリュードライバー又はキーの様なツー
ルを、軸方向に係合させることができるようになっている。
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【００６６】
好都合に、緊急装置１０４へアクセスするためのアクセスシャフト１０６は、保護スト
ッパ１１０で閉鎖されており、作動装置１０の、特にメインサービスブレーキライニング
からのダストによる外部汚染を防いでいる。
【００６７】
本発明による作動装置１０が作動する方式について、駐車ブレーキの操作の様々な段階
を示している図３から図６を参照しながら説明する。
図３は、非作動状態にある作動装置１０を示している。
【００６８】
この状態では、ピストン１４は、ばね６０によって弾性的に押され、非作動の前方位置
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にあり、プライマリ５０及びセカンダリ５２のシールは、軸方向に供給口２０の互いに反
対側に位置しているので、前方圧力チャンバ１６を分離しており、その容積は実際ゼロで
ある。
【００６９】
作動ロッド９２は、非作動の前方位置にあり、円筒形の頭部９６が前方内部円筒形区画
３２の後方ストッパ面３８を押している。
スクリュー７４の頭部８０は、後方内部円筒形区画３４の後方ストッパ面４０を押して
いる。
【００７０】
本発明による作動装置１０を制御するための操作方法の第１ステップによれば、ピスト
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ン１４を制御するための制御手段５８は、ピストン１４をその非作動の前方位置からその
中間位置へ動かし、前方圧力チャンバ１６に加圧された作動油を供給できるようにするよ
うに駆動される。
【００７１】
更に具体的には、電気モーター６８は、駐車ブレーキ装置を起動させるという指令に応
答して、伝達手段６６のナット７２を回転させ、スクリュー７４を軸方向後方に動かす。
頭部８０がピストン１４の後方ストッパ面４０に押し付けられているので、前記ピスト
ン１４は、図４に示しているように、中間位置に達するまで、制御行程に亘って並進運動
で後方へ駆動される。
【００７２】

20

この制御行程の間、作動ロッド９２は、ピストン１４による影響を受けず、ピストン１
４の前方内部円筒形区画３２内を、前方ストッパ面３６に当たるまで軸方向に滑動する。
ピストン１４の後方軸方向運動は、プライマリシール５０を、前方圧力チャンバ１６に
対して供給口２０の背後に移動させる効果があり、前方圧力チャンバ１６には、結果的に
、制御方法の第２ステップに従って、作動液が第１圧力「Ｐ１」で供給される。
【００７３】
図５で分かるように、前方圧力チャンバ１６内に圧力「Ｐ１」が確立すると、ピストン
１４は、弾性戻しばね６０によって加えられる戻し力に抗して後方へ動く。
次に、ピストン１４は、その中間位置からその後方制動位置への軸方向運動に対応する
作動行程を動く。
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【００７４】
この作動行程の間、ピストン１４は、作動手段９０の円筒形頭部９６に引張力「Ｔ」を
作用させ、引張力「Ｔ」は、作動ロッド９２によって駐車ブレーキ装置操作部材へ伝達さ
れる。
【００７５】
ピストン１４が、図６に示すように、その後方制動位置にくると、作動ロッド９２は、
駐車ブレーキの阻止手段によって、車両が動かないようにするだけの制動力を掛けること
に対応する、所定の機械的な力を操作部材に加える。
【００７６】
操作方法の第３ステップによれば、電気モーター６８が再度駆動され、スクリュー７４
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を、スクリューの頭部８０がピストン１４の区画３４の後方ストッパ面４０に当たるまで
後方に動かす。
【００７７】
次に、ピストン１４は後方制動位置にロックされるので、前方圧力チャンバ１６内の圧
力Ｐ１を維持する必要がなくなる。
代わりに、スクリュー７４の運動を制御する電気モーター６８は、圧力「Ｐ１」の流体
が前方圧力チャンバ１６に供給されるのと同時に、スクリュー７４が、作動行程に亘って
動く際にピストン１４を随伴するするように、作動させてもよい。
【００７８】
駐車ブレーキ装置の解除について、図７から図１０を参照しながら説明する。
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本発明による操作方法によれば、駐車ブレーキの解除は、前方圧力チャンバ１６に、圧
力「Ｐ１」より高い圧力「Ｐ２」の流体を供給し、ピストン１４を戻す戻しばね６０に、
より強い力を加え、電気モーター６８がスクリュー７４を、図７に示しているその後方ロ
ック位置から、図８に示している前方位置まで駆動できるようにすることによって行われ
る。
【００７９】
従って、モーター６８は、好都合に、ナット７２を回転させるか、又はスクリュー７４
を直接回転させるだけの出力を有する小型のモーターでよい。
ピストン１４がロック解除されると直ちに、圧力「Ｐ２」を前方圧力チャンバ１６に加
えるのが止められる。

10

【００８０】
好都合に、作動液の圧力「Ｐ１」と「Ｐ２」は、ＥＳＰポンプの様な、車両に装備され
ている手段によって得られる。
図９及び図１０で分かるように、ピストン１４は、次いで、ばね６０によって非作動の
前方位置に向かって弾性的に戻され、作動液は、供給口２０を介して前方圧力チャンバ１
６から取り除かれる。
【００８１】
駐車ブレーキ装置が、ブレーキの阻止手段を戻すための戻し手段、例えばドラムブレー
キのプライマリシューとセカンダリシューを非作動位置へ戻すためのばね、を備えている
場合、これらの戻し手段にによって加えられる戻し力は、ピストン１４を戻す戻しばね６
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０の力と組み合わせられる。
【００８２】
好都合に、駐車ブレーキ装置を起動する指令、即ち作動装置を作動させる指令は、セン
サー付のコンピューターの様な管理手段によって、自動的に、運転者側の動作とは関係な
く発せられ、車速、ギヤの選択、その他のパラメータの様な所定の操作パラメーターに従
って行われる。
【００８３】
別の例では、駐車ブレーキ装置を作動させる指令は、運転者がスイッチ又は回転スイッ
チの様な制御部材を操作するとき、運転者によって手動で発せられるので、必要な圧力は
、身体的な能力に関係なく、どんな運転者でも加えることのできる弱い力である。
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【００８４】
好都合に、駐車ブレーキは、自動車のメインブレーキ装置が故障した際に、自動的に、
又は運転者によって作動させることのできる緊急ブレーキになっている。
好都合に、作動ロッド９２の長手方向本体９４は、その前端が接続ケーブルに繋がれて
おり、接続ケーブルには、所定の機械的な力が、機械的な作動装置を、駐車ブレーキ操作
部材に修正を加えることなく、本発明による作動装置と置き換えることができるようなや
り方で加えられる。
【００８５】
別の例では、作動ロッド９２は、駐車ブレーキを操作する、レバーの様な操作部材に直
接作用する。
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好都合に、本発明による作動装置は、ディスクブレーキ又はドラムブレーキ機構を備え
ている駐車ブレーキ装置の操作部材に作用させるために使うことができる。
【００８６】
必要に応じて、本発明による油圧作動装置は、ドラムインハット式のハイブリッド機構
の駐車ブレーキとして作用するドラムブレーキ機構を制御するために使用される。
勿論、本発明は、上に説明してきた実施形態に限定されるものではない。
【００８７】
別の例では、駐車ブレーキを作動させる作動装置１０の作動手段９０によって加えられ
る所定の機械的な力は、推力である。
別の例では、ピストン１４の運動を制御する制御手段５８は、ピストン１４に固定され
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た軟鉄製のスリーブの様な部材で構成されており、電磁石の様な電気機械式の手段に応答
して、ピストン１４を、制御工程に亘って軸方向後方に、ピストン１４が前方圧力チャン
バ１６に加圧された作動油が供給される中間位置にくるように、動かすことができるよう
になっている。
【００８８】
本発明による駐車ブレーキ装置は、特に自動車産業、より具体的には、ツーリングカー
の様な自動車用のブレーキ産業に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００８９】
【図１】本発明による駐車ブレーキ作動装置の軸方向断面図である。
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【図２】図１による装置を破断して示している四分の三後方斜視図である。
【図３】駐車ブレーキを起動させるときの各操作位置の１つを示している、図１による装
置の軸方向断面図である。
【図４】駐車ブレーキを起動させるときの各操作位置の１つを示している、図１による装
置の軸方向断面図である。
【図５】駐車ブレーキを起動させるときの各操作位置の１つを示している、図１による装
置の軸方向断面図である。
【図６】駐車ブレーキを起動させるときの各操作位置の１つを示している、図１による装
置の軸方向断面図である。
【図７】駐車ブレーキを作動解除させるときの各操作位置の１つを示している、図１によ
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る装置の軸方向断面図である。
【図８】駐車ブレーキを作動解除させるときの各操作位置の１つを示している、図１によ
る装置の軸方向断面図である。
【図９】駐車ブレーキを作動解除させるときの各操作位置の１つを示している、図１によ
る装置の軸方向断面図である。
【図１０】駐車ブレーキを作動解除させるときの各操作位置の１つを示している、図１に
よる装置の軸方向断面図である。
【符号の説明】
【００９０】
１０

作動装置

１２、２２

30

シリンダ

１４

ピストン

１６

前方油圧チャンバ

１８

弁手段

２０

加圧された作動油の供給口

３２

内部円筒形区画

３６

内部円筒形区画の前方ストッパ

３８

内部円筒形区画の後方ストッパ

５０

プライマリシーリング手段

５２

セカンダリシーリング手段

５４

駆動手段

５８

制御手段

６０

戻し手段

６６

運動伝達手段

６８

モーター

７２

雌ねじの切られたナット

７４

ねじ付スクリュー

９０

作動手段

９２

ロッド

９６

ロッドの円筒形頭部

40
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【図１】

機械的ロック手段

【図２】
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【図３】

【図５】

【図６】
【図４】

【図７】

【図９】

【図１０】
【図８】
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