
JP 4885910 B2 2012.2.29

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固定要素又は可動要素に結合可能な第１ハウジング部分と、
　第２ハウジング部分と、
　可動要素又は固定要素に結合可能であり、前記第２ハウジング部分の中に通されて入れ
子式に褶動できる第３ハウジング部分と、
　ねじ付きスピンドルと前記ねじ付きスピンドルに配置されたスピンドルナットとを有し
、回転駆動体により前記第３ハウジング部分を前記第２ハウジング部分に対して軸方向に
移動するように駆動可能なスピンドルドライブと、
　第１ブレーキエレメント（２８、２８’）および少なくとも１つの第２ブレーキエレメ
ント（４１）を備えるブレーキ装置（１２、１２’）と、を備える駆動装置であって、
　前記ブレーキ装置は、非回転時には磁化力が働くと共に、回転時には遠心力が磁化力に
対抗して働く磁気式遠心力ブレーキであり、
　前記第１ブレーキエレメント（２８、２８’）が段（３０）を付けたボア穴（２９）を
有し、前記段（３０）が磁石のための受面として働き、
　前記第２ブレーキエレメント（４１）は、非回転時には磁化力によって前記第２ブレー
キエレメント（４１）よりも径方向内側に配置された前記第１ブレーキエレメント（２８
、２８’）へと引き寄せられ、回転時には遠心力によって前記第１ブレーキエレメント（
２８、２８’）から解放されるように径方向外側へと動くことを特徴とする駆動装置。
【請求項２】
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　前記第１ブレーキエレメント（２８、２８’）が前記回転駆動体（７）で支持されるこ
とを特徴とする、請求項１に記載の駆動装置。
【請求項３】
　前記磁石が磁石リング（３１）であることを特徴とする、請求項１又は２に記載の駆動
装置。
【請求項４】
　前記ブレーキ装置（１２、１２’）が、前記第２ブレーキエレメント（２８、２８’）
を案内するガイド装置（３２、３２’）を備えることを特徴とする、請求項１～３のいず
れか１項に記載の駆動装置。
【請求項５】
　前記第２ブレーキエレメント（４１）が前記ガイド装置（３２、３２’）の中に配置さ
れることを特徴とする、請求項４に記載の駆動装置。
【請求項６】
　前記ガイド装置（３２、３２’）がねじれ止めを付けて前記回転駆動体（７）の駆動シ
ャフト（１１）に配置されることを特徴とする、請求項４又は５に記載の駆動装置。
【請求項７】
　前記第２ブレーキエレメント（４１）が凹部（４３）を有し、前記ガイド装置（３２、
３２’）がガイドエレメント（４２、４２’）を有し、前記ガイドエレメント（４２、４
２’）が前記凹部（４３）に食い込むことを特徴とする、請求項４～６のいずれか１項に
記載の駆動装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、固定要素又は可動要素に結合できる第１ハウジング部分と、第２ハウジング
部分と、可動要素又は固定要素に結合可能であり第２ハウジング部分の中に通されて入れ
子式に褶動できる第３ハウジング部分と、ねじ付きスピンドルおよびこのねじ付きスピン
ドルに配置されたスピンドルナットとを有しかつ回転駆動体により第３ハウジング部分を
第２ハウジング部分に対して軸方向に移動するように駆動可能なスピンドルドライブと、
ブレーキ装置と、を備えた、特に自動車のハッチのための駆動装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の駆動装置では、一方において、駆動装置によるハッチの自動的な動作に並行し
てハッチを手動で動作できるようにするものとし（ここで、そのために必要な手動力はで
きる限り僅少であるものとする）、他方において例えば雪、風などの付加的な載荷重のも
とであっても、開いたハッチを開いた状態に保持する力が確実に保証されているものとす
る。
【０００３】
　そこでは、その種のブレーキ装置の互いに割り当てられたブレーキエレメントが回転駆
動体の動作中に互いに完全に解放されず、従って、不必要な摩耗をこうむり、又は、複雑
な構造を呈することが欠点である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の課題は、上述の欠点を克服するような、冒頭に挙げた種の駆動装置を提供する
ことである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この課題は、本発明により、ブレーキ装置が遠心力ブレーキを備えることによって解決
される。
【発明の効果】
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【０００６】
　遠心力ブレーキを磁気式遠心力ブレーキとして設計することにより、構造を特に単純に
することができる。このため、特別な設計変形において、ブレーキ装置は第１ブレーキエ
レメントと少なくとも１つの第２ブレーキエレメントとを備える。
【０００７】
　特に安全な動作を保証するために、第１ブレーキエレメントは回転駆動体に支持される
。
【０００８】
　構造スペースを節約するように、第１ブレーキエレメントは段を付けたボア穴を有し、
この段が磁石のための受面として働く。
【０００９】
　磁石として磁石リングを使用すると、僅少な構造スペースに対して特に有利である。
【００１０】
　特別な作りにおいてブレーキ装置はガイド装置を備え、このガイド装置の中に第２ブレ
ーキエレメントが配置されている。
【００１１】
　申し分のない動作に向けて、ガイド装置はねじれ止めを付けて回転駆動体の駆動シャフ
トに配置されている。
【００１２】
　第２ブレーキエレメントが凹部を有し、ガイド装置がガイドエレメントを有すると極め
て有利であると判明した。ここで、第２ブレーキエレメントが第１ブレーキエレメントに
確実に全面で接触するように、ガイドエレメントが凹部に食い込む。
【００１３】
　また、さらに第１ブレーキエレメントがカップ（ポット）の形状に作られてもよく、こ
の場合、磁石リングはカップの中に配置されている。
【００１４】
　カップの中に、より良好な磁束を確実にする開口部が設けられていると、極めて有利で
あると判明した。
【００１５】
　特別な設計変形において、カップの開放端にフランジ状のセクションが形作られており
、これにより、構造スペースを節約するようにブレーキ装置を締結することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施例を図面に則して詳細に説明する。
【００１７】
　図１に示した駆動装置１は、第１ハウジング部分２、第２ハウジング部分３、及び、こ
の第２ハウジング部分３の中に通されて入れ子式に褶動できる第３ハウジング部分４を有
する。
【００１８】
　第１ハウジング部分２と向き合った第３ハウジング部分４の端部には第１接続装置５が
配置され、第３ハウジング部分４と向き合ったハウジング部分２の端部には第２接続装置
６が配置されている。接続装置５及び６は、それぞれのハウジング部分２及び３を片端で
閉止する。接続装置５及び６には、図示しないねじが付けられており、これに、同じく図
示しないボールソケット又はジョイントアイの形の接続エレメントを螺着することができ
る。しかしながら、接続装置５及び６を接続エレメントと結合させるために、当業者に知
られた他の結合技術、例えば溶接又は畳み接ぎも可能であり、これを使って、駆動装置は
自動車ボディの定置構造部分に、また、ハッチとして形作られた可動構造部分にヒンジ結
合できる。
【００１９】
　第１ハウジング部分２は、第２接続装置６に面した端に回転駆動体７を備えている。回
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転駆動体７は電動モータ８を含む。この電動モータ８は、接続装置６により閉止された第
１ハウジング部分の端部で保持装置９により支持され、円筒形に作られた更なる保持装置
１０により同軸で第１ハウジング部分２の中に固定することができる。駆動シャフト１１
は、モータ８から同軸でブレーキ装置１２を通ってギヤ装置１３へと延びる。ギヤ装置１
３は二段式プラネットギヤ装置として設計されると好ましいが、他の種類のギヤ装置でも
よい。ギヤハウジング１４から、同軸で配置されたギヤシャフト１５が延び、電動モータ
８、ブレーキ装置１２及びギヤ装置１３からなるアセンブリを軸方向で固定する保持装置
１６を通る。
【００２０】
　ギヤシャフト１５の端部にはアダプタスリーブ１７が取付けられ、軸受１８で支承され
ている。軸受１８は、一方の側が保持装置１６で支持され、ガイドブシュ１９で所定位置
に保持される。ガイドブシュ１９は、第２ハウジング部分３に直に境を接する第１ハウジ
ング部分２の端から延び、厚い方の壁２０が軸受１８まで延び、この厚い方の壁２０に続
く薄い方の壁が保持装置１６まで延びる。
【００２１】
　アダプタスリーブ１７は、ギヤシャフト１５をねじ付きスピンドル２２に結合させる。
ここで、例えばセレーション又は畳み接ぎの技術を応用することができる。ねじ付きスピ
ンドル２２は、第２ハウジング部分３に面した第１ハウジング部分の端部から第２ハウジ
ング部分３の中まで延びる。
【００２２】
　第１ハウジング部分２の内部に、補助的に、図示されないセンサ装置又はカップリング
が配置されてもよい。
【００２３】
　ねじ付きスピンドル２２にはスピンドルナット２３が嵌着されている。ねじ付きスピン
ドル２２とスピンドルナット２３はガイド管２４の中に配置されており、このガイド管２
４は、ほぼ第２ハウジング部分３全体を通って第１ハウジング部分２の中まで延び、それ
によりガイド管２４はガイドブシュ１９の中まで突き入る。ガイド管２４は、軸方向に走
る少なくとも１つの溝を有している。この溝は、スリットとして設計されてこれにスピン
ドルナット２３を食い込ませ、ねじれることなく軸方向に移動できるようになっていても
よい。
【００２４】
　スピンドルナット２３は、ガイド管２４の中でスピンドル管２５の軸方向の移動を案内
し、ここで、スピンドル管２５をその一端においてスピンドルナット２３で支持する。他
端には第１接続装置５が取り付けられる。ねじ付きスピンドル２２は、第１接続装置５に
近い端に、スピンドル管２５の中に配置されたガイドリング２６を有する。ガイドリング
により、ねじ付きスピンドル２２の半径方向振動が回避される。
【００２５】
　第３ハウジング部分４は、第１接続装置５から第２ハウジング部分３の中まで軸方向に
延びる。圧力コイルばねとして設計されたばね装置２７が、第１接続装置５から、又は第
１接続装置５に取り付けられた第３ハウジング部分４から同じように軸方向に延びており
、第１ハウジング部分２に接する第２ハウジング部分３の端で支持される。加えて、第１
ハウジング部分２に近い端を縁曲げし、又はリング形のエレメントを作り付けるかねじ留
めするかし、これによってねじ付きスピンドル２２及びガイド管２４が貫通できる開口部
が作られる。
【００２６】
　図２は、図１に示した駆動装置１の切り取った一部分を示す。図２は、特に、駆動装置
内の、モータ８とギヤ装置１３との間に配置されたブレーキ装置１２を示す。ブレーキ装
置１２は、第１の、好ましくは、プラスチック又はアルミニウムなどの非磁化性材料から
なるブレーキエレメント２８を含み、これがねじれ止めを付けてモータ８で支持され、中
にモータ８の駆動シャフト１１を通すボア穴２９を持つ。ブレーキエレメント２８は、ボ
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ア穴２９の中に、磁石リング３１のための受面として役立つ段３０を付けている。ガイド
装置３２はプラスチック又はアルミニウムなどの非磁化性材料を含むと好ましく、磁石リ
ングをその定位置に確実に保持する。そのために、磁石リング３１の、段３０と対向する
側は、ガイド装置３２に接している。ガイド装置３２はアダプタ装置３３によりモータ８
の駆動シャフト１１と結合されており、駆動シャフト１１と共に回転する。
【００２７】
　第１ブレーキエレメント２８は、モータ８に接する第１セクション３４を有しており、
第１セクションの外径は第１ハウジング部分２の内径にほぼ相当する。それより小さい外
径を持つ第２セクション３５が第１セクション３４に隣接しており、更に小さい直径を持
つ第３セクション３６が第２セクション３５に隣接している。
【００２８】
　第１セクション３４から第２セクション３５への移行部に形成された段は、ギヤハウジ
ング１４のカバー３７のための受面として役立つ。カバー３７は、同軸の開口部を有し、
この開口を介して駆動シャフト１１がギヤ装置１３へ案内される。カバー３７の外周面か
ら、このカバーと一体部分である囲壁３８が第１ブレーキエレメント２８の第１セクショ
ン３４まで延びる。
【００２９】
　第２セクション３５から第３セクション３６への移行部に形成された段は、ガイド装置
３２の囲壁３９のための受面として役立つ。これは、カバー３７のものに同じようにカッ
プの形状を有している。
【００３０】
　ガイド装置３２の囲壁３９と第１ブレーキエレメント２８の第３セクション３６の間に
リング状のチャンバ４０があり、この中に、少なくとも１つのブレーキシューとして形作
られた第２ブレーキエレメント４１が嵌め込まれている。好ましくは、均一に分布したブ
レーキ力が加えられるようにするために、２つ以上の第２ブレーキエレメント４１がこの
チャンバの中に配置されている。断面図で描かれたチャンバ４０の半径方向伸びは第２ブ
レーキエレメント４１のそれより大きく、従って、第２ブレーキエレメント４１を第１ブ
レーキエレメント２８から半径方向に解放することができる。
【００３１】
　第２ブレーキエレメント４１がガイド装置３２と共に回転でき、そこで半径方向に褶動
できるよう、ガイド装置３２は第２ブレーキエレメント４１のためにそれぞれ１つのガイ
ドエレメント４２を備えると好ましい。これは図３に詳細に示されている。
【００３２】
　図３は、中に、半径方向に移動できる２つの第２ブレーキエレメント４１が嵌め込まれ
たガイド装置３２の詳細を示す。ウェブ状に形作られた、２つの向き合ったガイドエレメ
ント４２は、囲壁３９から半径方向内向きに突き出ている。自明のことながら、３つ以上
のガイドエレメント４２が囲壁３９に配置されていて、ガイド装置３２の内部に入り込み
、これに対応して同じ数のブレーキ装置２８が設けてあってよい。第２ブレーキエレメン
ト４１は、その囲壁３９に面した側に凹部４３を有し、この中にガイドエレメント４２は
入り込み、これで、第２ブレーキエレメント４１は一方でガイド装置３２と共に回転し、
他方で半径方向に移動することが確実にできるようになる。更に、第２ブレーキエレメン
ト４１の、第１ブレーキエレメント２８に面した側又は制動面が第１ブレーキエレメント
２８に全面的に接することが確実にされる。
【００３３】
　図４に、第１ブレーキエレメント２８を再度詳細に示す。すでに上で述べた通り、ブレ
ーキエレメント２８はそれぞれ外径の異なる３つのセクション３４～３６を含む。第２セ
クション３５は第１セクション３４より小さい外径を持ち、第３セクション３６は第２セ
クション３５より小さい外径を持つ。第１ブレーキエレメント２８を通ってボア穴２９が
延び、ここで、ほぼ第３セクション３６においてボア穴２９の中に段３０が形作られてい
るので、ボア穴２９は、第３セクション３６において部分的に大きい直径を呈する。第３
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セクション３６は、つまり、好ましくは複数の凹部４５を付けたスリーブ状の囲壁４４を
包含する。凹部４５は、磁束が磁石リング３１から第２ブレーキエレメント４１に、また
、その逆の方向により良く流れるようにするのに役立つ。
【００３４】
　第１セクション３４では、包絡面に複数のノッチ４６が形成されており、これに、ギヤ
ハウジング１４に配置されたカバー３７の囲壁３８の部分部分が食い込み、ねじれ止めと
軸方向支えを作る。更に、第１セクション３４を通って２つのボア穴４７が延び、この中
に、第１ブレーキエレメント２８をモータ８と結合させるねじを通すことができる。
【００３５】
　ブレーキ装置１２の更なる一実施形態を図５に示す。ブレーキ装置１２’は、囲壁３９
’から半径方向内向きに突き出る２つの向き合ったガイドエレメント４２’を備えたガイ
ド装置３２’を包含する。
【００３６】
　第２ブレーキエレメント４１は、その囲壁３９に面した側に凹部４３を有し、この中に
ガイドエレメント４２’が入り込み、これで、第２ブレーキエレメント４１は一方でガイ
ド装置３２’と共に回転し、他方で半径方向に移動することが確実にできるようになる。
第１ブレーキエレメント２８’はカップ（ポット）の形に作られており、中に磁石リング
３１が嵌入されるカップ４８を包含する。ここで、磁石リング３１は、好ましくは紛失し
ないようにプレス嵌めを付けてカップの中に配置されている。しかしながら、磁石リング
３１を例えば接着により固定するか、カバーを掛けてカップの中に閉じ込めるかすること
も考えられる。カップ４８の囲壁４９には、磁石リング３１から第２ブレーキエレメント
４１の方向の、またはその逆方向のより良い磁束の流れを可能にする開口部５０が設けら
れている。囲壁４９の開放端にフランジ状のセクション５１が形作られており、その外径
は、図１及び２に描かれたハウジング部分２の内径にほぼ相当する。このフランジ状セク
ション５１を使って、第１ブレーキエレメント２８’はねじれ止めを付けて軸方向に褶動
できるようにハウジング２の中に配置することができる。
【００３７】
　この種の駆動装置では、一方において駆動装置がハッチを確実に開放でき、開いた状態
に保持でき、他方においてハッチの手動操作も可能であるのが望ましい。その際、ばね装
置２７は、ハッチの開放動作とハッチを開いた状態（ばね装置の重量とハッチの重量がほ
ぼ釣り合う状態）に保つ保持動作を支援する。重量比が例えば風や雪などの荷重によって
変化した場合にハッチを開いた状態に保つ補助の保持力を準備するため、モータ８の休止
時に第２ブレーキエレメント４１は第１ブレーキエレメント２８、２８’に接触し、そこ
で、ブレーキトルクを発生させる。発生したブレーキトルクは、ギヤ装置１３を介してい
っそう増強される。
【００３８】
　モータ８を活動させると、まず、第２ブレーキエレメント４１を通して第１ブレーキエ
レメント２８、２８’に作用するブレーキ力は克服され、ガイド装置３２、３２’は回転
運動の中に入れられる。次いで第２ブレーキエレメント４１に作用する遠心力が、磁石リ
ング３１から加えられた磁化力に対抗して働く。これにより、第２ブレーキエレメント４
１は第１ブレーキエレメント２８、２８’から完全に解放される。
【００３９】
　モータ８の活動を止めると、第２ブレーキエレメント４１に作用する遠心力は小さくな
り、磁石リングで作られた磁化力により、第２ブレーキエレメント４１は第１ブレーキエ
レメント２８、２８’に引き寄せられ、これにより、再び補助の保持力が駆動装置１に作
用することになる。
【００４０】
　手動操作時、すなわち、例えばハッチを手で開閉する時、ねじ付きスピンドル２２は、
従ってまた、ギヤ装置１３を介してガイド装置３２、３２’も、回転運動の中に入れられ
る。次いで第２ブレーキエレメント４１に作用する遠心力は、磁石リング３１から加えら
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れた磁化力に対抗して働く。これにより、第２ブレーキエレメント４１は第１ブレーキエ
レメント２８、２８’から完全に解放される。
【００４１】
　ハッチをそれ以上動かさなければ、第２ブレーキエレメント４１に作用する遠心力は小
さくなり、磁石リングで作られた磁化力により第２ブレーキエレメント４１は第１ブレー
キエレメント２８、２８’に引き寄せられ、これにより再び補助の保持力が駆動装置１に
作用することになる。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明に係る駆動装置の横断面図である。
【図２】図１に示した駆動装置の部分切り取り図である。
【図３】図２に示した構造部分の詳細図である。
【図４】図２に示した更なる構造部分の詳細図である。
【図５】本発明の更なる実施例を示す。
【符号の説明】
【００４３】
　１　　　駆動装置
　２　　　第１ハウジング部分
　３　　　第２ハウジング部分
　４　　　第３ハウジング部分
　５　　　第１接続装置
　６　　　第２接続装置
　７　　　回転駆動体
　８　　　モータ
　９　　　保持装置
　１０　　保持装置
　１１　　駆動シャフト
　１２　　ブレーキ装置
　１２’　ブレーキ装置
　１３　　ギヤ装置
　１４　　ギヤハウジング
　１５　　ギヤシャフト
　１６　　保持装置
　１７　　アダプタスリーブ
　１８　　軸受
　１９　　ガイドブシュ
　２０　　壁
　２１　　壁
　２２　　ねじ付きスピンドル
　２３　　スピンドルナット
　２４　　ガイド管
　２５　　スピンドル管
　２６　　ガイドリング
　２７　　ばね装置
　２８　　第１ブレーキエレメント
　２８’　第１ブレーキエレメント
　２９　　ボア穴
　３０　　段
　３１　　磁石リング
　３２　　ガイド装置
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　３２’　ガイド装置
　３３　　アダプタ装置
　３４　　第１セクション
　３５　　第２セクション
　３６　　第３セクション
　３７　　カバー
　３８　　囲壁
　３９　　囲壁
　４０　　チャンバ
　４１　　第２ブレーキエレメント
　４２　　ガイドエレメント
　４２’　ガイドエレメント
　４３　　凹部
　４４　　囲壁
　４５　　凹部
　４６　　ノッチ
　４７　　ボア穴
　４８　　カップ（ポット）
　４９　　囲壁
　５０　　開口部
　５１　　フランジ状セクション

【図１】 【図２】

【図３】
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