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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一の取付部材と第二の取付部材を本体ゴム弾性体で連結すると共に、該本体ゴム弾性
体で壁部の一部が構成されて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
が構成されて非圧縮性流体が封入された平衡室を形成して、それら受圧室と平衡室をオリ
フィス通路によって相互に連通すると共に、それら受圧室と平衡室の間に可動ゴム膜を配
設して該可動ゴム膜の一方の面に該受圧室の圧力が及ぼされるようにすると共に該可動ゴ
ム膜の他方の面に該平衡室の圧力が及ぼされるようにすることにより該受圧室の微小な圧
力変動を吸収する液圧吸収機構を構成し、更に、該可動ゴム膜の中央部分において両側面
上に突出する弾性突出部を一体形成すると共に、該弾性突出部に対してその突出方向で対
向位置して該弾性突出部の当接によって該可動ゴム膜の弾性変形量を制限する当接部材を
設けた流体封入式防振装置において、
　前記可動ゴム膜の外周縁部を全周に亘って両面上に突出させて環状の厚肉挟持部を一体
形成せしめ、前記第二の取付部材に対して固定的に設けられた支持部材によって該厚肉挟
持部の軸方向両側面と外周面を何れも該支持部材に対して押圧当接させて該厚肉挟持部を
全周に亘って弾性変形させて縮径方向に予圧縮せしめて支持することにより、該厚肉挟持
部の内周側の薄肉部において弾性変形が許容される状態で該可動ゴム膜を配設する一方、
　前記弾性突出部に対して、前記可動ゴム膜の両側面に貫通して延びるリリーフ用孔を形
成すると共に、該リリーフ用孔における前記受圧室側への開口端面に対して、該受圧室内
の負圧の作用によって該開口端面から離隔変位可能とされた弁部材を重ね合わせて覆蓋す
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る一方、該リリーフ用孔の内部を前記平衡室に対して常時連通せしめたことを特徴とする
流体封入式防振装置。
【請求項２】
　第一の取付部材と第二の取付部材を本体ゴム弾性体で連結すると共に、該本体ゴム弾性
体で壁部の一部が構成されて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
が構成されて非圧縮性流体が封入された平衡室を形成して、それら受圧室と平衡室をオリ
フィス通路によって相互に連通すると共に、それら受圧室と平衡室の間に可動ゴム膜を配
設して該可動ゴム膜の一方の面に該受圧室の圧力が及ぼされるようにすると共に該可動ゴ
ム膜の他方の面に該平衡室の圧力が及ぼされるようにすることにより該受圧室の微小な圧
力変動を吸収する液圧吸収機構を構成し、更に、該可動ゴム膜の中央部分において両側面
上に突出する弾性突出部を一体形成すると共に、該弾性突出部に対してその突出方向で対
向位置して該弾性突出部の当接によって該可動ゴム膜の弾性変形量を制限する当接部材を
設けた流体封入式防振装置において、
　前記可動ゴム膜の外周縁部を全周に亘って両面上に突出させて環状の厚肉挟持部を一体
形成せしめ、前記第二の取付部材に対して固定的に設けられた支持部材によって該厚肉挟
持部の軸方向両側面と外周面を何れも該支持部材に対して押圧当接させて該厚肉挟持部を
全周に亘って弾性変形させて縮径方向に予圧縮せしめて支持することにより、該厚肉挟持
部の内周側の薄肉部において弾性変形が許容される状態で該可動ゴム膜を配設する一方、
　前記弾性突出部に対して、前記可動ゴム膜の両側面に貫通して延びるリリーフ用孔を形
成すると共に、該リリーフ用孔の内部を前記受圧室に対して常時連通せしめる一方、該リ
リーフ用孔における前記平衡室側への開口端面に対して前記当接部材を重ね合わせて覆蓋
せしめたことを特徴とする流体封入式防振装置。
【請求項３】
　前記厚肉挟持部の縮径方向の予圧縮が、該厚肉挟持部の外径寸法において１～５％の範
囲に設定されている請求項１又は２に記載の流体封入式防振装置。
【請求項４】
　前記第二の取付部材に対して固定的に支持されて前記受圧室と前記平衡室を仕切る仕切
部材が設けられており、該仕切部材の中央部分に前記可動ゴム膜が配設されていると共に
、該仕切部材によって前記当接部材および前記支持部材が構成されている一方、該仕切部
材の外周部分に前記オリフィス通路が形成されている請求項１乃至３の何れか一項に記載
の流体封入式防振装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　振動伝達系を構成する部材間に介装されて、それらを弾性連結乃至は弾性支持せしめる
防振装置であって、特に、内部に封入された非圧縮性流体の流動作用に基づく防振効果を
利用した流体封入式防振装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、受圧室と平衡室をオリフィス通路で連通せしめた流体封入式防振装置におい
て、オリフィス通路のチューニング周波数よりも高周波数域の防振性能を向上させる目的
で設けられる液圧吸収機構が知られている。また、かかる液圧吸収機構の一種として、ゴ
ム弾性体からなる可動ゴム膜を用い、その各一方の面に受圧室と平衡室の圧力が及ぼされ
るようにすることで、受圧室と平衡室の圧力差に基づく可動ゴム膜の弾性変形に基づいて
受圧室の微小な圧力変動を吸収するようにした構造が知られている。
【０００３】
　そして、この可動ゴム膜による液圧吸収機構においては、一般に、可動ゴム膜の外周縁
部を厚肉の環状挟持部とし、この環状挟持部を挟圧支持することによって、受圧室と平衡
室の間での自由な流体流動を阻止せしめた状態で、可動ゴム膜が配設されている。
【０００４】
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　また、可動ゴム膜としては、その中央部分において厚さ方向両側に突出する弾性突出部
を一体形成せしめて、かかる弾性突出部を、第二の取付部材に対して固定的に設けられた
当接部材に対して対向位置させて、当接部材に対して弾性的に当接せしめた構造が好適に
採用され得る。これは、可動ゴム膜の弾性変形量の制限を、当接部材への当接打音を低減
乃至は防止せしめつつ、実現し得るという技術的な効果を達成するものである。
【０００５】
　ところが、このような可動ゴム膜による液圧吸収機構について、本発明者が検討したと
ころ、新たな問題が明らかとなった。即ち、かかる液圧吸収機構を備えた流体封入式防振
装置に対して衝撃的な大振動荷重が入力された場合に、異音の発生が問題となるおそれの
あることが認められたのである。
【０００６】
　この異音の原因が何処にあるのかは、簡単に判るものではなかったが、本発明者が防振
装置を切断分解して詳細に調査検討した結果、可動ゴム膜の環状挟持部が支持部材に対し
て傾動等して擦れることに伴って発生するスティックスリップ音が原因で発生するのであ
ろうという知見を得るに至った。即ち、衝撃的な大振動荷重の入力によって受圧室に過大
な圧力変動が惹起された場合に、可動ゴム膜に対して大きな変形が発生し、それが外周縁
部の環状挟持部に対して径方向斜め内方への引張力として作用することによって環状挟持
部が傾動することとなり、その結果、環状挟持部とそれを挟持する支持部材との間に滑り
が発生することが、異音であるスティックスリップ音の原因であろうことを見出したので
ある。
【０００７】
　特に可動ゴム膜において、上述の如き弾性突出部が設けられて、可動ゴム膜の中央の変
形量が制限されている場合には、かかる異音の発生がより顕著になることも、新たに判っ
た。なお、かかる事実は、可動ゴム膜の中央部分に弾性突出部が設けられて中央部分の変
位量が制限される構造を採用した場合に、可動ゴム膜における薄肉部の有効自由長が小さ
く（中央の弾性突出部がない状態では、径方向の有効自由長が環状支持部の内径寸法に略
等しくされるが中央の弾性突出部で可動ゴム膜の中央が実質的に拘束されてしまうことで
その有効自由長が略半分に）なってしまう。そのために、「延び変形量／薄肉部の有効自
由長」または「剪断変形量／薄肉部の有効自由長」で求められる引張歪または剪断歪が大
きくなり、その結果、環状支持部に対して斜め方向に及ぼされて該環状支持部を傾動させ
る力が一層大きくなる傾向にあることに起因するのであろうことが、新たに判った。
【０００８】
　なお、可動ゴム膜の環状挟持部における支持部材に対する傾動スリップを防止する方策
として、（ｉ）環状挟持部のボリュームを大きくして剛性を向上させること、（ｉｉ）特
開平９－３１０７３２号公報（特許文献１）に開示されているように環状挟持部の内周面
を支持部材で挟んで環状挟持部の傾動を阻止すること、（ｉｉｉ）特開２００６－２５８
１８４号公報（特許文献２）に開示されているように可動ゴム膜の外周面に環状嵌着金具
を加硫接着し、該環状嵌着金具を支持部材に圧入固定すること、等が考えられる。
【０００９】
　しかしながら、上記（ｉ），（ｉｉ）は、何れも、可動ゴム膜の有効面積が小さくなっ
て目的とする液圧吸収機能延いては防振性能が低下する問題がある。また、上記（ｉｉｉ
）は、別体の環状嵌着金具が必要となって部品点数が増加するだけでなく、加硫接着工程
や加硫後の環状嵌着金具の絞り加工工程等の特別な製造工程が必要となる問題がある。加
えて、これら（ｉ），（ｉｉ），（ｉｉｉ）の何れにおいても、可動ゴム膜の環状挟持部
の固定強度が大きくなることに伴い、可動ゴム膜の薄肉部分と環状挟持部との境界部分に
対する応力集中が大きくなって亀裂等が発生し易くなり、可動ゴム膜の耐久が低下してし
まうおそれがある。
【００１０】
【特許文献１】特開平９－３１０７３２号公報
【特許文献２】特開２００６－２５８１８４号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　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、可動ゴム膜の外周縁部が挟圧保持されると共に、可動ゴム膜の中
央部分の弾性変形量が制限された特定構造の液圧吸収機構を備えた流体封入式防振装置に
おいて、可動ゴム膜の有効面積を充分に確保しつつ、部品点数や製造工程の増加を伴うこ
ともなく、且つ優れた耐久性も確保しつつ、過大な振動荷重入力時における異音の発生を
防止することの出来る、新規な構造の液圧吸収機構を備えた流体封入式防振装置を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　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、可能な限り任意な組み合わせで採用可能
である。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たもの、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。
【００１３】
　すなわち、本発明は、第一の取付部材と第二の取付部材を本体ゴム弾性体で連結すると
共に、該本体ゴム弾性体で壁部の一部が構成されて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非圧縮性流体が封入された平衡室を形成して、それら
受圧室と平衡室をオリフィス通路によって相互に連通すると共に、それら受圧室と平衡室
の間に可動ゴム膜を配設して該可動ゴム膜の一方の面に該受圧室の圧力が及ぼされるよう
にすると共に該可動ゴム膜の他方の面に該平衡室の圧力が及ぼされるようにすることによ
り該受圧室の微小な圧力変動を吸収する液圧吸収機構を構成し、更に、該可動ゴム膜の中
央部分において両側面上に突出する弾性突出部を一体形成すると共に、該弾性突出部に対
してその突出方向で対向位置して該弾性突出部の当接によって該可動ゴム膜の弾性変形量
を制限する当接部材を設けた流体封入式防振装置において、前記可動ゴム膜の外周縁部を
全周に亘って両面上に突出させて環状の厚肉挟持部を一体形成せしめ、前記第二の取付部
材に対して固定的に設けられた支持部材によって該厚肉挟持部の軸方向両側面と外周面を
何れも該支持部材に対して押圧当接させて該厚肉挟持部を全周に亘って弾性変形させて縮
径方向に予圧縮せしめて支持することにより、該厚肉挟持部の内周側の薄肉部において弾
性変形が許容される状態で該可動ゴム膜を配設する一方、前記弾性突出部に対して、前記
可動ゴム膜の両側面に貫通して延びるリリーフ用孔を形成すると共に、該リリーフ用孔に
おける前記受圧室側への開口端面に対して、該受圧室内の負圧の作用によって該開口端面
から離隔変位可能とされた弁部材を重ね合わせて覆蓋する一方、該リリーフ用孔の内部を
前記平衡室に対して常時連通せしめた流体封入式防振装置を、特徴とする。
【００１４】
　このような本発明に従う構造の流体封入式防振装置においては、厚肉挟持部に対して縮
径方向の予圧縮を加えた状態で可動ゴム膜を組み付けることにより、可動ゴム膜において
厚肉挟持部の内周側に位置する薄肉部にも、径方向で応力的な圧縮が及ぼされており、僅
かな弛みが生ぜしめられている。
【００１５】
　これにより、過度な荷重入力に際して、可動ゴム膜の薄肉部に大きな変形が惹起された
場合でも、薄肉部自体に発生する応力の幾らかが初期圧縮で相殺される結果、薄肉部に発
生する引張応力が低減される。その結果、薄肉部から厚肉挟持部に対して伝達される力（
傾動力）を抑えることが出来る。
【００１６】
　また、厚肉挟持部においても、薄肉部から伝達される斜めこじり方向への力が、初期圧
縮力による相殺的効果で軽減されることに加えて、厚肉挟持部自体の剛性が、その径方向
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の予圧縮によって向上されており、更に、厚肉挟持部の予圧縮の反力（弾性力）によって
厚肉挟持部が支持部材に押圧当接されており、厚肉挟持部に作用せしめられる支持部材に
よる固定力が増大されている。
【００１７】
　その結果、厚肉挟持部が、支持部材に対して固定的に支持されるのであり、厚肉挟持部
の傾動に起因すると考えられるスティックスリップ等の異音の発生が防止される。特に、
上述の如き異音を防止し得る構造を弾性ゴム膜における薄肉部の有効自由長を大きく確保
しつつ実現することが出来て、目的とする液圧吸収機能延いては防振性能を得ることが出
来る。
【００１８】
　しかも、厚肉挟持部と薄肉部との境界部分には、厚肉挟持部に及ぼされた縮径方向の圧
縮力が薄肉部に対しても縮径方向の圧縮力として及ぼされていることから、かかる境界部
分に対して、薄肉部の弾性変形に伴う引張力が作用した場合でも、その引張力が予圧縮で
相対的に軽減される。その結果、境界部分に発生する応力が軽減されることから、上述の
如く、厚肉挟持部の実質的な支持強度乃至は剛性が向上されても、かかる境界部分におけ
る亀裂の発生が抑えられ、耐久性の向上が図られ得る。
【００１９】
　加えて、厚肉挟持部には、嵌着金具等を加硫接着する必要がなく、可動ゴム膜がゴム単
体構造とされることから、製造や組付けが容易となる。
【００２３】
　また、本発明に係る流体封入式防振装置においては、可動ゴム膜に形成されたリリーフ
用孔が、受圧室内の負圧レベルに応じて作動する弁部材によって、連通状態と遮断状態に
切り換えられるようになっている。そして、キャビテーション気泡の発生が懸念される程
度の過大な負圧が受圧室内に及ぼされた場合には、オリフィス通路に比して流動抵抗の小
さいリリーフ用孔が連通状態とされて、リリーフ用孔を通じて受圧室と平衡室の間で流体
流動が生ぜしめられるようになっている。これにより、受圧室内の負圧が速やかに解消さ
れて、キャビテーションに起因すると考えられる異音や振動の発生を速やかに解消するこ
とが出来る。
【００２４】
　また、本発明は、第一の取付部材と第二の取付部材を本体ゴム弾性体で連結すると共に
、該本体ゴム弾性体で壁部の一部が構成されて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非圧縮性流体が封入された平衡室を形成して、それら受圧
室と平衡室をオリフィス通路によって相互に連通すると共に、それら受圧室と平衡室の間
に可動ゴム膜を配設して該可動ゴム膜の一方の面に該受圧室の圧力が及ぼされるようにす
ると共に該可動ゴム膜の他方の面に該平衡室の圧力が及ぼされるようにすることにより該
受圧室の微小な圧力変動を吸収する液圧吸収機構を構成し、更に、該可動ゴム膜の中央部
分において両側面上に突出する弾性突出部を一体形成すると共に、該弾性突出部に対して
その突出方向で対向位置して該弾性突出部の当接によって該可動ゴム膜の弾性変形量を制
限する当接部材を設けた流体封入式防振装置において、前記可動ゴム膜の外周縁部を全周
に亘って両面上に突出させて環状の厚肉挟持部を一体形成せしめ、前記第二の取付部材に
対して固定的に設けられた支持部材によって該厚肉挟持部の軸方向両側面と外周面を何れ
も該支持部材に対して押圧当接させて該厚肉挟持部を全周に亘って弾性変形させて縮径方
向に予圧縮せしめて支持することにより、該厚肉挟持部の内周側の薄肉部において弾性変
形が許容される状態で該可動ゴム膜を配設する一方、前記弾性突出部に対して、前記可動
ゴム膜の両側面に貫通して延びるリリーフ用孔を形成すると共に、該リリーフ用孔の内部
を前記受圧室に対して常時連通せしめる一方、該リリーフ用孔における前記平衡室側への
開口端面に対して前記当接部材を重ね合わせて覆蓋せしめた流体封入式防振装置も、特徴
とする。
【００２５】
　このようなリリーフ用孔を備えた構造を採用することにより、衝撃的な大荷重の入力に
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よって、本体ゴム弾性体が大きく弾性変形せしめられ、それに伴って受圧室内にキャビテ
ーション気泡の発生が問題となる程度の過大な負圧が作用せしめられた場合には、リリー
フ用孔を設けられた弾性突出部の平衡室側端面が当接部材から離隔せしめられて、リリー
フ用孔が連通状態とされる。これにより、受圧室と平衡室の間でリリーフ用孔を通じて流
体が流動せしめられて、受圧室の負圧が速やかに解消される。これにより、キャビテーシ
ョンに起因すると考えられる異音や振動を低減乃至は回避することが出来る。
【００２６】
　また、本発明に係る流体封入式防振装置においては、前記厚肉挟持部の縮径方向の予圧
縮が、該厚肉挟持部の外径寸法において１～５％の範囲に設定されていることが望ましい
。
　このように厚肉挟持部に対して縮径方向で適当な予圧縮を及ぼすことにより、スティッ
クスリップ等の異音の防止効果と、可動ゴム膜の耐久性向上効果を、何れも効果的に得る
ことが出来る。蓋し、厚肉挟持部の縮径量が小さ過ぎる場合には、厚肉挟持部の傾動を充
分に防ぐことが出来ないおそれがあって、スティックスリップ音が問題となる場合がある
一方、厚肉挟持部の縮径量が大き過ぎる場合には、予圧縮による変形によって厚肉挟持部
の歪が大きくなって亀裂が生じる等の問題を生じる場合があるからである。
　また、本発明に係る流体封入式防振装置においては、前記第二の取付部材に対して固定
的に支持されて前記受圧室と前記平衡室を仕切る仕切部材が設けられており、該仕切部材
の中央部分に前記可動ゴム膜が配設されていると共に、該仕切部材によって前記当接部材
および前記支持部材が構成されている一方、該仕切部材の外周部分に前記オリフィス通路
が形成されていても良い。
【００２７】
　このように受圧室と平衡室を仕切る仕切部材を利用して当接部材と支持部材を構成する
ことにより、当接部材や支持部材を設けるために特別に部品点数を増やす必要がない。従
って、少ない部品点数と簡単な構造で本発明に係る流体封入式防振装置を実現することが
出来る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　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。
【００２９】
　先ず、図１には、本発明に係る流体封入式防振装置の第一の実施形態として、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を本体ゴム弾性
体１６で相互に連結した構造を有している。そして、第一の取付金具１２が振動伝達系を
構成する一方の部材である図示しないパワーユニットに取り付けられると共に、第二の取
付金具１４が振動伝達系を構成する他方の部材である図示しない車両ボデーに取り付けら
れることにより、パワーユニットがボデーに対して防振支持されるようになっている。
【００３０】
　なお、図１では、自動車に装着する前のエンジンマウント１０の単体での状態が示され
ているが、本実施形態では、装着状態において、パワーユニットの分担支持荷重がマウン
ト軸方向（図１中、上下）に入力される。従って、マウント装着状態下では、本体ゴム弾
性体１６の弾性変形に基づき第一の取付金具１２と第二の取付金具１４が軸方向で互いに
接近する方向に変位する。また、かかる装着状態下、防振すべき主たる振動は、略マウン
ト軸方向に入力されることとなる。以下の説明中、特に断りのない限り、上下方向は、マ
ウント軸方向となる図１中の上下方向をいう。
【００３１】
　より詳細には、第一の取付金具１２が、小径の略円柱形状乃至は円錐台形状を呈してい
ると共に、その中央部分には上端面に開口する螺子穴１８が設けられている。第一の取付
金具１２は、螺子穴１８を介して図示しないパワーユニット側の取付部材に螺着固定され
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るようになっている。
【００３２】
　一方、第二の取付金具１４が、大径の略円筒形状を有しており、その軸方向中間部分に
おいて軸直角方向内方に略円環板形状に広がる段差部２０が形成されていると共に、段差
部２０の内周縁部から上方に向かう部位には、上方から下方に向かって径寸法が次第に小
さくなるテーパ状部２２が形成されている。第二の取付金具１４は、図示しないブラケッ
トを介して車両ボデー側の取付部材に固定されるようになっている。
【００３３】
　このような第二の取付金具１４のテーパ状部２２を備えた開口部側に第一の取付金具１
２が離隔配置されて、両金具１２，１４の中心軸が略同一線上に位置せしめられている。
第一の取付金具１２と第二の取付金具１４の間には、本体ゴム弾性体１６が配されている
。
【００３４】
　本体ゴム弾性体１６は、略円錐台形状を有しており、その大径側端面には、下方に開口
するすり鉢形状乃至は半球形状の大径凹所２４が設けられている。本体ゴム弾性体１６の
小径側端面には、第一の取付金具１２の軸方向中間部分から下端部にかけての略全体が埋
設された状態で加硫接着されている。本体ゴム弾性体１６の大径側端部外周面には、第二
の取付金具１４のテーパ状部２２の内周面が略全体に亘って加硫接着されている。また、
本体ゴム弾性体１６と一体形成された薄肉のシールゴム層２６が、第二の取付金具１４の
段差部２０から下端部にかけての内周面の略全体に亘って被着形成されている。即ち、本
体ゴム弾性体１６は、第一の取付金具１２と第二の取付金具１４を備えた一体加硫成形品
として形成されており、それによって、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で相互に弾性的に連結されていると共に、第二の取付金具１４の軸方向
一方（図１中、上）の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。
【００３５】
　第二の取付金具１４の軸方向他方（図１中、下）の開口部には、可撓性膜としてのダイ
ヤフラム２８が設けられている。ダイヤフラム２８は、変形容易な薄肉のゴム膜からなり
、軸方向に弛んだ略円板形状を有している。ダイヤフラム２８の外周縁部には、大径の円
筒形状の固定リング３０が加硫接着されており、固定リング３０が第二の取付金具１４の
下方の開口部に嵌め込まれて、第二の取付金具１４に八方絞り等の縮径加工が施されてい
ることにより、固定リング３０が、径方向に圧縮変形されたシールゴム層２６を介して第
二の取付金具１４に密着状に嵌着固定されている。
【００３６】
　これにより、ダイヤフラム２８が第二の取付金具１４に固定されて、第二の取付金具１
４の軸方向他方（図１中、下）の開口部がダイヤフラム２８で流体密に覆蓋されていると
共に、第二の取付金具１４の内側における本体ゴム弾性体１６とダイヤフラム２８の軸方
向対向面間には、外部空間に対して密閉された流体封入領域３２が形成されている。
【００３７】
　また、流体封入領域３２には、仕切部材３４が第二の取付金具１４に支持されて配設さ
れている。仕切部材３４は、図２～４にも示されているように、全体として円形ブロック
形状を有しており、仕切部材本体３６や蓋板金具３８および弁板金具４０を含んで構成さ
れている。
【００３８】
　仕切部材本体３６は、円形ブロック形状を有していると共に、金属材や合成樹脂材等の
硬質材を用いて形成されている。仕切部材本体３６の中央部分には、仕切部材本体３６の
軸方向中間部分から上方に開口する収容凹所４２と下方に開口する下側凹所４４が、それ
ぞれ形成されている。これらの凹所４２，４４は、何れも円形凹状を有していると共に、
下側凹所４４の径寸法が収容凹所４２の径寸法に比して大きくされている。また、仕切部
材本体３６の軸方向中間部分において、両凹所４２，４４の底壁部を構成する薄肉の円板
形状の底部４６の中央周りには、複数の小孔からなる透孔４８が貫設されている。更に、
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仕切部材本体３６の外周部分には、周方向に螺旋状に延びる周溝５０が形成されており、
周溝５０の両端部が、仕切部材本体３６の上端部に形成された切欠き状の連通窓５２と、
下端部に形成された切欠き状の図示しない連通窓に接続されている。また、仕切部材本体
３６の収容凹所４２の周りの上端部分には、周方向に離隔して複数（本実施形態では３つ
）の突部５６が突設されている。
【００３９】
　ここで、仕切部材本体３６の収容凹所４２の底部４６の中心軸上には、軸方向に略一定
の円形断面で延びる第一の接続孔５８が形成されており、該第一の接続孔５８の周りに前
述の透孔４８が形成されている。
【００４０】
　一方、蓋板金具３８は、図２，３にも示されているように、薄肉の円板形状を有してお
り、硬質の金属材を用いて形成されている。また、蓋板金具３８の中心軸上には、略一定
の円形断面で中央部分を貫通する第二の接続孔６０が形成されている。更に、第二の接続
孔６０の周囲には、複数の小孔からなる透孔６２が貫通形成されている。また、蓋板金具
３８の外周縁部には、切欠き状の連通窓６４が形成されている。更に、蓋板金具３８の外
周部分には、周方向に離隔して複数（本実施形態では３つ）の挿通孔６６が貫設されてい
る。このような蓋板金具３８は、例えば、鉄やアルミニウム合金等で形成された金属板に
プレス加工を施すことにより有利に実現される。
【００４１】
　また、弁板金具４０は、図２，３にも示されているように、薄肉の円環板形状を有する
保持板部６８を備えている。この保持板部６８は、蓋板金具３８と略同じ外径を有してお
り、特に、ばね鋼等の比較的にばね定数が高くて、且つ硬質の金属材を用いて形成されて
いる。また、保持板部６８の外周縁部には、切欠き状の連通窓７０が形成されている。更
に、保持板部６８には、周上の複数箇所（本実施形態では３箇所）において小径の円形孔
である挿通孔７２が貫通形成されている。
【００４２】
　また、保持板部６８の周上の一部には、径方向内側に向かって延びる弁部材としての板
ばね弁７４が一体形成されている。この板ばね弁７４は、図２にも示されているように、
径方向内側に向かって径方向で直線的に延びており、弁板金具４０の中央まで至る長さで
形成されている。また、板ばね弁７４の先端部分には、厚さ方向で貫通する連結孔７６が
形成されている。なお、本実施形態において、板ばね弁７４は、延出方向（弁板金具４０
の径方向）の中間部分が僅かに折り曲げられており、かかる折り曲げ部分よりも先端側が
、突出先端側である径方向中央側に向かって下傾せしめられている。
【００４３】
　さらに、板ばね弁７４の先端部分における一方の面（図３における上面）には、係合ゴ
ム７８が形成されると共に、他方の面（図３における下面）には、当接ゴム８０が形成さ
れている。係合ゴム７８は、略円錐台形状を有しており、大径側端部の外径が連結孔７６
よりも大きくなっている。一方、当接ゴム８０は、連結孔７６よりも大径とされた薄肉の
略円板形状を有しており、連結孔７６を通じて係合ゴム７８と一体形成されている。なお
、本実施形態では、当接ゴム８０が係合ゴム７８の大径側端部よりも充分に大径とされて
いる。
【００４４】
　また、仕切部材本体３６の収容凹所４２には、可動ゴム膜としての弾性ゴム膜８２が収
容されている。弾性ゴム膜８２は、図４にも示されているように、ゴム弾性材からなり、
全体として略円板形状を有している。
【００４５】
　また、弾性ゴム膜８２の径方向中央部分には、厚さ方向両側に向かって突出する弾性突
出部としての中央突部８４が形成されている。中央突部８４は、略円筒形状を有して軸方
向両側に突出しており、弾性ゴム膜８２に一体形成されている。更に、本実施形態におい
て、筒状とされた中央突部８４の中央孔を利用して、軸方向に延びるリリーフ用孔として
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の貫通孔８６が形成されている。この貫通孔８６は、略一定の円形断面をもって中央突部
８４の径方向中央部を直線的に延びており、中央突部８４の上端面と下端面にそれぞれ開
口するように軸方向で貫通して形成されている。
【００４６】
　また、弾性ゴム膜８２の外周縁部には、厚肉挟持部としての環状突部８８が一体形成さ
れている。環状突部８８は、円環形状を有しており、弾性ゴム膜８２の外周縁部において
全周に亘って厚さ方向両側に突出せしめられている。なお、環状突部８８は、中央突部８
４の外周側を取り囲むように形成されており、本実施形態では、中央突部８４と環状突部
８８が軸方向視で同心状に設けられている。
【００４７】
　また、弾性ゴム膜８２において、中央突部８４と環状突部８８の径方向間に位置する部
分が、それら中央突部８４および環状突部８８の形成部分よりも薄肉の膜状とされた薄肉
部９０となっている。薄肉部９０は、略一定の厚さで形成された略円環板形状を有してお
り、内周縁部に中央突部８４が一体形成されていると共に、外周縁部に環状突部８８が一
体形成されている。
【００４８】
　このような弾性ゴム膜８２が仕切部材本体３６の収容凹所４２に嵌め込まれている。本
実施形態では、弾性ゴム膜８２が仕切部材本体３６と略同心状に位置決め配置されるよう
にして収容凹所４２に収容配置されている。それによって、仕切部材本体３６の第一の接
続孔５８と弾性ゴム膜８２の貫通孔８６が略同一中心軸上に位置せしめられている。
【００４９】
　また、弾性ゴム膜８２を収容配置した仕切部材本体３６の上端面に蓋板金具３８の外周
部分が重ね合わせられると共に、蓋板金具３８の上端面に弁板金具４０が重ね合わせられ
ることによって、仕切部材３４が構成されている。かかる組付け下、仕切部材本体３６の
複数の突部５６が蓋板金具３８および弁板金具４０に設けられた複数の挿通孔６６，７２
に挿通されていることで、仕切部材本体３６と蓋板金具３８と弁板金具４０の周方向の位
置決めが確定して、仕切部材本体３６の連通窓５２に蓋板金具３８の連通窓６４と弁板金
具４０の連通窓７０が重ね合わせられている。
【００５０】
　また、仕切部材本体３６に対する蓋板金具３８と弁板金具４０の組付け下において、仕
切部材本体３６と蓋板金具３８が軸直角方向で位置決めされており、仕切部材本体３６の
収容凹所４２に収容配置された弾性ゴム膜８２と蓋板金具３８が軸直角方向で位置決めさ
れていると共に、弾性ゴム膜８２の貫通孔８６と蓋板金具３８の第二の接続孔６０が略同
一中心軸上に位置せしめられている。
【００５１】
　このような構造とされた仕切部材３４は、前述のダイヤフラム２８の第二の取付金具１
４への組付けに先立って、第二の取付金具１４の下方の開口部から軸方向に嵌め込まれて
、仕切部材３４の蓋板金具３８の外周部分が第二の取付金具１４の段差部２０にシールゴ
ム層２６を介して重ね合わせられている。また、仕切部材３４の仕切部材本体３６の下端
部分には、第二の取付金具１４に嵌め込まれたダイヤフラム２８の固定リング３０が重ね
合わせられている。そして、第二の取付金具１４に八方絞り等の縮径加工が施されること
によって、第二の取付金具１４の縮径変形に基づき、仕切部材本体３６の外周面や蓋板金
具３８の外周面が軸直角方向に圧縮変形したシールゴム層２６を介して第二の取付金具１
４の内周面に重ね合わせられていると共に、該シールゴム層２６の軸直角方向の圧縮変形
に伴う軸方向の引張変形によって、仕切部材３４の外周部分が第二の取付金具１４の段差
部２０とダイヤフラム２８の固定リング３０の間に挟圧固定されている。また、段差部２
０に被着されたシールゴム層２６が軸方向に圧縮変形しつつ、蓋板金具３８の外周部分と
段差部２０の重ね合わせ面間に介装されていることによって、それらが流体密に重ね合わ
せられている。
【００５２】
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　これにより、仕切部材本体３６や蓋板金具３８や弁板金具４０からなる仕切部材３４に
弾性ゴム膜８２が組み付けられたものが、第二の取付金具１４に固定的に支持されて、第
二の取付金具１４の内側の流体封入領域３２を流体密に二分している。そして、流体封入
領域３２の仕切部材３４を挟んだ一方の側には、壁部の一部が本体ゴム弾性体１６で構成
されて、本体ゴム弾性体１６の弾性変形に基づき圧力変動が生ぜしめられる受圧室９２が
形成されていると共に、他方の側には、壁部の一部がダイヤフラム２８で構成された平衡
室９４が形成されている。
【００５３】
　これら受圧室９２や平衡室９４には、非圧縮性流体が封入されている。封入流体として
は、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, シリコーン油等が採
用されるが、特に流体の共振作用等の流動作用に基づく防振効果を有効に得るためには、
０．１Ｐａ・ｓ以下の低粘性流体を採用することが望ましい。受圧室９２や平衡室９４へ
の非圧縮性流体の封入は、例えば、第一及び第二の取付金具１２，１４を備えた本体ゴム
弾性体１６の一体加硫成形品に対する仕切部材３４やダイヤフラム２８の組付けを非圧縮
性流体中で行うことによって、好適に実現される。
【００５４】
　また、仕切部材本体３６の周溝５０が第二の取付金具１４で流体密に覆蓋されて、周溝
５０の周方向一方の端部が、周方向で位置合わせされた仕切部材本体３６の連通窓５２お
よび蓋板金具３８の連通窓６４を通じて受圧室９２に接続されていると共に、周溝５０の
周方向他方の端部が、仕切部材本体３６の図示しない連通窓を通じて平衡室９４に接続さ
れている。これにより、仕切部材本体３６の外周側を周方向に所定の長さで螺旋状に延び
るオリフィス通路９６が形成されており、かかるオリフィス通路９６を通じて受圧室９２
と平衡室９４が相互に連通せしめられて、それら両室９２，９４間で、オリフィス通路９
６を通じての流体流動が許容されるようになっている。
【００５５】
　本実施形態では、オリフィス通路９６を通じて流動せしめられる流体の共振周波数が、
該流体の共振作用に基づいてエンジンシェイク等に相当する１０Ｈｚ前後の低周波数域の
振動に対して有効な防振効果（高減衰効果）が発揮されるようにチューニングされている
。オリフィス通路９６のチューニングは、例えば、受圧室９２や平衡室９４の各壁ばね剛
性、即ちそれら各室９２，９４を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
る本体ゴム弾性体１６やダイヤフラム２８等の各弾性変形量に基づく特性値を考慮しつつ
、オリフィス通路９６の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９６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９６のチューニング周波数として把握すること
が出来る。
【００５６】
　また、蓋板金具３８が仕切部材本体３６の上端部に密着状に重ね合わせられて、仕切部
材本体３６の収容凹所４２が蓋板金具３８で覆蓋されることによって、仕切部材３４の中
央部分において蓋板金具３８や仕切部材本体３６の収容凹所４２で画設された空間には、
収容領域９８が形成されている。なお、収容領域９８の形成は、仕切部材３４が第二の取
付金具１４に固定される前に、蓋板金具３８が仕切部材本体３６の上端部に密着状に重ね
合わせられて固定されることによって形成されても良く、或いは仕切部材３４が第二の取
付金具１４に取り付けられる際に、第二の取付金具１４の段差部２０とダイヤフラム２８
の固定リング３０の軸方向間に及ぼされる挟圧作用を利用して、蓋板金具３８が仕切部材
本体３６の上端部に密着状に重ね合わせられることで形成されても良い。
【００５７】
　この収容領域９８には、弾性ゴム膜８２が収容配置されている。弾性ゴム膜８２は、収
容領域９８において軸直角方向に広がっており、仕切部材本体３６に対して略同心状に配
設されている。
【００５８】
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　また、弾性ゴム膜８２における中央突部８４の軸方向寸法：Ｔが、収容凹所４２の底部
４６とそれに対向する蓋板金具３８との対向面間距離、換言すれば収容領域９８の軸方向
での内法寸法：ｔよりも大きくなっている。これにより、弾性ゴム膜８２の収容領域９８
に対する組付け状態下では、中央突部８４が、底部４６と蓋板金具３８に対してそれぞれ
押圧当接せしめられており、それら底部４６と蓋板金具３８の軸方向対向面間で軸方向に
圧縮変形せしめられている。このように、中央突部８４の軸方向両端面が仕切部材３４を
構成する仕切部材本体３６の底部４６と蓋板金具３８に当接せしめられていることにより
、弾性ゴム膜８２の軸方向での弾性変形量が制限されており、本実施形態における当接部
材が仕切部材３４によって構成されている。
【００５９】
　さらに、弾性ゴム膜８２における環状突部８８の軸方向寸法が中央突部８４の軸方向寸
法と略同じであるＴとされており、収容凹所４２の底部４６とそれに対向する蓋板金具３
８との対向面間距離：ｔよりも大きくなっている。これにより、弾性ゴム膜８２の収容領
域９８に対する組付け状態下では、環状突部８８が、底部４６と蓋板金具３８に対してそ
れぞれ押圧当接せしめられており、それら底部４６と蓋板金具３８の軸方向対向面間で軸
方向に圧縮変形せしめられて挟持されている。換言すれば、環状突部８８の軸方向両端面
が仕切部材３４を構成する仕切部材本体３６の底部４６と蓋板金具３８に当接せしめられ
ている。
【００６０】
　なお、中央突部８４と環状突部８８の軸方向寸法は、必ずしも同じではなくても良く、
例えば環状突部８８を中央突部８４よりも軸方向外側まで突出せしめて圧縮量を大きく得
ることにより、環状突部８８の固定的な保持をより効果的に実現することも出来る。
【００６１】
　このように、中央突部８４と環状突部８８の軸方向両端面が仕切部材本体３６の底部４
６と蓋板金具３８に対して軸方向で押圧当接せしめられることにより、弾性ゴム膜８２の
径方向中央部分と外周縁部が、仕切部材本体３６と蓋板金具３８によって支持されている
。
【００６２】
　また、本実施形態では、仕切部材３４における収容領域９８の受圧室９２側の壁部が、
蓋板金具３８を含んで構成されており、蓋板金具３８の透孔６２を通じて弾性ゴム膜８２
の径方向中間部分の一方（図１中、上）の面に受圧室９２の圧力が及ぼされるようになっ
ていると共に、仕切部材３４の収容領域９８の平衡室９４側の壁部が、仕切部材本体３６
の底部４６を含んで構成されており、該底部４６の透孔４８を通じて弾性ゴム膜８２の径
方向中間部分の他方（図１中、下）の面に平衡室９４の圧力が及ぼされるようになってい
る。
【００６３】
　これにより、弾性ゴム膜８２の中央部分と外周部分が拘束された状態下、受圧室９２と
平衡室９４の相対的な圧力差が弾性ゴム膜８２に及ぼされて、弾性ゴム膜８２の径方向中
間部分が弾性変形すると、受圧室９２の圧力変動が吸収されるようになっている。即ち、
本実施形態に係る液圧吸収機構が、弾性ゴム膜８２や仕切部材本体３６の透孔４８、蓋板
金具３８の透孔６２を含んで構成されている。特に本実施形態では、アイドリング振動や
低速こもり音等に相当する２０～４０Ｈｚ程度の中周波数域の振動入力に際して、弾性ゴ
ム膜８２の弾性変形による受圧室９２の圧力変動吸収効果に基づく防振効果（低動ばね特
性に基づく振動絶縁効果）が有効に発揮されるように、弾性ゴム膜８２の固有振動数がチ
ューニングされている。
【００６４】
　ここにおいて、弾性ゴム膜８２の外径寸法：Ｌは、仕切部材本体３６に形成された収容
凹所４２の径寸法：ｌに比して大きくなっている。これにより、弾性ゴム膜８２が収容凹
所４２に嵌め込まれると、弾性ゴム膜８２の外周面、換言すれば環状突部８８の外周面が
収容凹所４２の内周面に対して押圧当接されて、径方向での圧縮力が弾性ゴム膜８２に対
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して予め作用せしめられる。そして、弾性ゴム膜８２の収容領域９８への配設下において
、弾性ゴム膜８２の環状突部８８が所定量（径方向でＬ－ｌに相当する量）だけ縮径せし
められていると共に、薄肉部９０に対して縮径方向の予圧縮力が及ぼされている。以上よ
り明らかなように、本実施形態における支持部材が仕切部材３４によって構成されている
。
【００６５】
　なお、本実施形態では、弾性ゴム膜８２に作用せしめられた予圧縮力によって、薄肉部
９０には図示されない程度の微小な弾性変形が生ぜしめられており、薄肉部９０に作用す
る引張応力が緩和されていると共に、軸方向で僅かに弛められている。これにより、薄肉
部９０は、軸方向での弾性変形を比較的容易に許容し得るようになっている。弾性ゴム膜
８２が径方向で予圧縮されることによって、薄肉部９０が弛みを生じることなく径方向で
圧縮されていても良い。
【００６６】
　特に本実施形態では、予圧縮後における弾性ゴム膜８２の外径：ｌが、予圧縮前におけ
る弾性ゴム膜８２の外径：Ｌの９５％よりも大きく、且つ９９％よりも小さくなっている
。これにより、後述するスティックスリップを防いで異音の解消を効果的に図ることが出
来ると共に、過大な圧縮変形による歪で弾性ゴム膜８２、特に環状突部８８に亀裂が生じ
るのを防いで耐久性を充分に確保することが出来る。
【００６７】
　また、マウント中心軸上に位置合わせされた弾性ゴム膜８２の貫通孔８６と仕切部材本
体３６および蓋板金具３８の接続孔５８，６０が協働して、受圧室９２と平衡室９４を相
互に連通せしめる短絡流路１００が形成されており、前述の如き弁板金具４０の仕切部材
本体３６への組付けにより、板ばね弁７４の弾性変形に基づく下方に向かう弾性力が蓋板
金具３８に及ぼされて、板ばね弁７４の先端部分が当接ゴム８０を介して蓋板金具３８に
重ね合わせられた状態下では、短絡流路１００の受圧室９２側への開口である接続孔６０
が当接ゴム８０を介して板ばね弁７４の先端部分で流体密に覆蓋されて、短絡流路１００
が閉塞状態とされている。
【００６８】
　一方、受圧室９２にキャビテーション気泡が生ぜしめられる程に過大な負圧が発生する
状態では、板ばね弁７４に負圧作用が及ぼされて、板ばね弁７４が、蓋板金具３８を押さ
えつけていた自身の弾性力に抗して、蓋板金具３８に当接していた状態から離隔する方向
（即ち、図１では上方）に弾性変形するように、板ばね弁７４の弾性力が設定されている
。かかる弾性力のチューニングは、例えば、板ばね弁７４の形状や大きさ、材料、蓋板金
具３８に対する傾斜角度等を設定変更することにより実現される。
【００６９】
　また、本実施形態において、短絡流路１００の平衡室９４側の開口部である接続孔５８
は開口状態に保たれており、短絡流路１００が平衡室９４に対して常時連通せしめられて
いる。
【００７０】
　上述の如き構造とされた自動車用エンジンマウント１０が自動車に装着されて、走行時
に問題となるエンジンシェイク等の低周波数域の振動が入力されると、受圧室９２に比較
的に大きな圧力変動が生ぜしめられる。この圧力は大きいため、微振幅にチューニングさ
れた弾性ゴム膜８２では、受圧室９２の圧力を実質的に吸収し得ない。しかも、板ばね弁
７４で短絡流路１００の開口部分が閉塞された状態が保持されている。従って、受圧室９
２と平衡室９４の間に生ぜしめられる相対的な圧力変動の差によりオリフィス通路９６を
通じての流体の流動量が効果的に確保されて、該流体の共振作用等の流動作用に基づいて
、エンジンシェイク等の低周波数域の振動に対して有効な防振効果（高減衰効果）が発揮
されるのである。
【００７１】
　また、停車時に問題となるアイドリング振動や走行時に問題となる低速こもり音等の中
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周波数域の振動の入力では、受圧室９２に対して小さな振幅の圧力変動が惹起されること
となる。その際、当該振動の周波数域がオリフィス通路９６のチューニング周波数よりも
高いことから、オリフィス通路９６が反共振的な作用によって流体流通抵抗が著しく大き
くなって、実質的に閉塞状態となる。そこで、当該中周波数域にチューニングされた弾性
ゴム膜８２の弾性変形に基づいて、受圧室９２の圧力変動が吸収されることにより、オリ
フィス通路９６の実質的な閉塞化に起因する著しい高動ばね化が回避されることとなる。
それ故、中周波数域の振動に対する良好な防振効果（低動ばね特性に基づく振動絶縁効果
）が発揮されるのである。
【００７２】
　特に本実施形態では、弾性ゴム膜８２が径方向で圧縮されて収容領域９８に収容配置さ
れており、弾性ゴム膜８２が軸方向で弛みを有している。これにより、弾性ゴム膜８２の
薄肉部９０が必要以上に拘束されることなく弾性変形を許容されており、中周波数域の振
動入力時に液圧吸収作用を効果的に得ることが出来る。
【００７３】
　さらに、自動車が段差乗り越えや凹凸の大きな路面等を走行して、第一の取付金具１２
と第二の取付金具１４の間に衝撃的な荷重が入力されて、本体ゴム弾性体１６が急激に乃
至は過大に弾性変形すると、受圧室９２に過大な負圧が惹起される。この負圧が板ばね弁
７４に及ぼされた際に、蓋板金具３８の仕切部材本体３６への組み付け下、板ばね弁７４
の上方に向かう弾性変形により下方の蓋板金具３８を押さえつける弾性力に抗して、板ば
ね弁７４が押さえつけを解除して蓋板金具３８から離れるように弾性変形する程度に弾性
力が設定されているため、当該衝撃荷重の入力時には、板ばね弁７４および当接ゴム８０
が蓋板金具３８における第一の接続孔５８の開口周縁部から離れて開作動することにより
、短絡流路１００の閉塞状態が解除されて、受圧室９２と平衡室９４が短絡流路１００を
通じて相互に連通せしめられることとなる。その結果、受圧室９２の過負圧状態が解消さ
れて、問題となる異音の発生要因のキャビテーション気泡が有利に抑えられるのである。
【００７４】
　ここにおいて、エンジンマウント１０では、弾性ゴム膜８２が径方向で予圧縮されて収
容領域９８に配設されており、弾性ゴム膜８２の径方向中間部分を構成する薄肉部９０が
軸方向に僅かな弛みをもっている。これにより、キャビテーション気泡が発生する程度の
大きな負圧が受圧室９２に及ぼされて、弾性ゴム膜８２がかかる負圧の作用によって受圧
室９２側に引き込まれて大きく弾性変形せしめられた場合にも、薄肉部９０に発生する応
力の幾らかが初期圧縮で相殺される。その結果、薄肉部９０に発生する引張応力が低減さ
れて、薄肉部９０から環状突部８８に対して伝達される傾動力を抑えることが出来る。
【００７５】
　しかも、環状突部８８自体の剛性が弾性ゴム膜８２に及ぼされる径方向の予圧縮によっ
て向上されていると共に、環状突部８８が径方向で予圧縮されることによって生じる反力
（弾性力）が、収容凹所４２の周壁部に対する当接力として作用せしめられることから、
環状突部８８の仕切部材３４に対する固定力（径方向での位置決め力）が増大されている
。
【００７６】
　これらの結果として、弾性ゴム膜８２の環状突部８８が、仕切部材３４に対して初期の
取付位置で固定的に支持されるのであって、環状突部８８の仕切部材３４に対する傾動に
起因すると考えられるスティックスリップ等の異音の発生が防止される。
【００７７】
　しかも、弾性ゴム膜８２の環状突部８８に及ぼされた縮径方向の予圧縮が、弾性ゴム膜
８２の薄肉部９０にも縮径方向の圧縮力として作用せしめられていることから、薄肉部９
０が弾性変形せしめられて環状突部８８と薄肉部９０の境界部分に引張応力が及ぼされた
場合にも、かかる引張力が予圧縮力によって相殺されて軽減される。このように、環状突
部８８と薄肉部９０の境界部分に発生する応力が軽減されることから、上述の如く環状突
部８８の実質的な支持強度乃至は剛性が向上された場合にも、該境界部分における亀裂の
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発生が抑えられて、弾性ゴム膜８２の耐久性の向上が図られ得る。
【００７８】
　さらに、環状突部８８は、例えば環状の嵌着金具等を加硫接着する必要がなく、弾性ゴ
ム膜８２がゴム単体構造とされることから、製造や組付けを容易に実現することが出来る
。
【００７９】
　また、本実施形態に係る自動車用エンジンマウント１０では、板ばね弁７４が、仕切部
材本体３６の収容領域９８を構成する蓋板金具３８を利用して形成されていることから、
板ばね弁７４をそれら仕切部材本体３６や蓋板金具３８と別途形成することに伴う部品点
数の増加が抑えられて、製造効率の向上や低コスト化が有利に図られ得る。
【００８０】
　また、短絡流路１００を連通と遮断で切り換える弾性弁体が、ゴム弾性体に比して硬質
の板ばね弁７４で形成されていることにより、弾性弁体の耐久性が向上されて、弁体の開
閉作動が安定する。
【００８１】
　さらに、弾性ゴム膜８２の中央部分に形成された中央突部８４が蓋板金具３８と仕切部
材本体３６の底部４６の軸方向間で圧縮変形されると共に、弾性ゴム膜８２の外周部分に
形成された環状突部８８が蓋板金具３８と仕切部材本体３６の底部４６の軸方向間で圧縮
変形されていることによって、中央部分および外周部分の変形が拘束されている。これに
より、弾性ゴム膜８２を収容領域９８内に安定して収容せしめつつ、有効面積の大きな径
方向中間部分の弾性変形によって受圧室９２の圧力変動が効率的に吸収されるようになっ
ていることから、前述の問題となるアイドリング振動や低速こもり音等の中周波数域の振
動に対する防振効果が安定して得られるのである。
【００８２】
　また、本構造では、弾性ゴム膜８２の環状突部８８が仕切部材本体３６の収容凹所４２
の底部４６と蓋板金具３８の間に圧縮変形されていることで、弾性ゴム膜８２の外周縁部
がそれらの間に挟圧保持されて、仕切部材本体３６の周壁部に流体密に重ね合わせられて
いることにより、弾性ゴム膜８２が可動膜構造を呈している。その結果、弾性ゴム膜８２
の外周縁部と仕切部材本体３６の周壁部の間の隙間を通じての圧力漏れが一層有利に抑え
られて、オリフィス通路９６を通じての流体流動量が十分に確保されることにより、該流
体の共振作用等の流動作用に基づく防振効果の更なる向上が図られ得る。
【００８３】
　特に本構造では、短絡流路１００が弾性ゴム膜８２の貫通孔８６を利用して形成されて
いることから、短絡流路１００の形成が容易になると共に、短絡流路１００の仕切部材本
体３６における配設スペースが有利に確保され得る。しかも、短絡流路１００を開閉する
弾性弁体が蓋板金具３８の板ばね弁７４で構成されていることによって、仕切部材本体３
６の弾性弁体の配設スペースが省略される。これにより、仕切部材本体３６におけるオリ
フィス通路９６や短絡流路１００の各設計自由度が大きくされる。
【００８４】
　それ故、本構造に係る自動車用エンジンマウント１０においては、製造工程の短縮化や
低コスト化、コンパクト化が有利に図られつつ、オリフィス通路９６や短絡流路１００等
のチューニング自由度が向上されて、目的の防振効果が安定して得られるのである。
【００８５】
　また、本実施形態では、弾性ゴム膜８２が円板形状とされていると共に、その中心軸上
に貫通孔８６が設けられていることから、弾性ゴム膜８２における貫通孔８６の周方向の
位置決めが不要となり、仕切部材本体３６への組み付けが容易になる。
【００８６】
　次に、図５には、本発明に係る流体封入式防振装置の第二の実施形態として、自動車用
エンジンマウント１０２が示されている。なお、以下の説明において、前記実施形態と実
質的に同一の部材乃至部位については、図中に同一の符号を付すことにより、説明を省略
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する。
【００８７】
　すなわち、図５に示されたエンジンマウント１０２は、仕切部材１０３を備えている。
仕切部材１０３は、仕切部材本体１０４と蓋板金具１０５を更に有している。なお、本実
施形態に係る仕切部材１０３は、前記第一の実施形態に示された仕切部材３４が備えてい
る弁板金具４０を有していない構造となっている。
【００８８】
　仕切部材本体１０４は、前記第一の実施形態において説明された収容凹所４２と下側凹
所４４を備えている。また、それら凹所４２，４４の底壁部を構成する底部４６には、複
数の透孔４８が貫通形成されている。また、仕切部材本体１０４は、外周縁部にオリフィ
ス通路９６を構成する周溝５０を有しており、周溝５０の一方の端部に連通窓５２が形成
されていると共に、他方の端部に図示しない連通窓が形成されている。更に、仕切部材本
体１０４の上端面には周上の複数箇所に突部５６が設けられている。
【００８９】
　蓋板金具１０５には、前記第一の実施形態において説明された複数の透孔６２が貫通形
成されていると共に、外周縁部には切欠き状の連通窓６４が形成されている。更に、周上
の複数箇所において小径の円形孔である挿通孔６６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、本実施形態に係る仕切部材本体１０４においては、前記第一の実
施形態に示された仕切部材本体３６が有する第一の接続孔５８が形成されていないと共に
、本実施形態に係る蓋板金具１０５においては、前記第一の実施形態に示された蓋板金具
３８が有する第二の接続孔６０が形成されていない。
【００９０】
　また、仕切部材本体１０４の収容凹所４２を利用して形成された収容領域９８には、弾
性ゴム膜１０６が収容配置されている。弾性ゴム膜１０６は、略円板形状を呈しており、
中央部分には僅かに厚肉とされた厚肉部１０８が一体形成されていると共に、厚肉部１０
８の中央部分には軸方向両側に突出する中央突部１１０が一体形成されている。中央突部
１１０は、略半球形状を有しており、軸方向両側に向かって次第に先細となっている。な
お、本実施形態における弾性突出部が厚肉部１０８と中央突部１１０の協働により形成さ
れている。更に、弾性ゴム膜１０６の外周縁部には、環状突部８８が一体形成されている
。
【００９１】
　このような構造とされた弾性ゴム膜１０６は、縮径方向で圧縮変形されると共に、中央
突部１１０と環状突部８８が仕切部材本体１０４の底部４６と蓋板金具１０５の径方向中
央部分の対向面間で軸方向に圧縮されて、収容領域９８内に配設されている。なお、弾性
ゴム膜１０６の径方向での予圧縮量は、前記第一の実施形態と同様に、予圧縮前における
弾性ゴム膜１０６の外径寸法である環状突部８８の外径寸法に対して１％乃至５％とされ
ている。
【００９２】
　このような本実施形態に従う構造とされたエンジンマウント１０２においても、前記第
一の実施形態と同様に、弾性ゴム膜１０６の変形に伴って生じるスティックスリップ等の
異音を効果的に低減することが出来ると共に、弾性ゴム膜１０６の耐久性向上を実現し得
る。また、ゴム弾性体による単体構造の弾性ゴム膜１０６によって目的とする耐久性や固
定力を実現することが出来る。
【００９３】
　また、中央突部１１０が突出先端側に行くに従って次第に小径となる略半球形状を有し
ていることから、弾性ゴム膜１０６の変形によって中央突部１１０が仕切部材１０３に対
して離隔状態から打ち当てられた場合にも、中央突部１１０の仕切部材１０３に対する当
接が緩衝的に実現されて、打音の発生を抑えることが出来る。
【００９４】
　次に、図６には、本発明に係る流体封入式防振装置の第三の実施形態として、自動車用
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エンジンマウント１１２が示されている。このエンジンマウント１１２は、仕切部材１１
４を有している。
【００９５】
　仕切部材１１４は、仕切部材本体１０４と蓋板金具３８を含んで構成されている。なお
、本実施形態に係る仕切部材１１４は、前記第一の実施形態に示された仕切部材３４が有
する弁板金具４０を備えていない構造となっている。また、本実施形態において仕切部材
本体１０４と蓋板金具３８が採用されていることからも明らかなように、仕切部材本体１
０４の底部４６には、前記第一の実施形態において示された第一の接続孔５８が形成され
ていないと共に、蓋板金具３８の中央部分には、蓋板金具３８を厚さ方向で貫通する円形
の接続孔６０が形成されている。
【００９６】
　また、仕切部材本体１０４の収容凹所４２を利用して形成された収容領域９８には、弾
性ゴム膜１１８が収容配置されている。弾性ゴム膜１１８は、略円板形状を呈しており、
中央部分には軸方向両側に向かって突出する筒状の中央突部１２０が一体形成されている
。また、中央突部１２０の中央孔によって本実施形態におけるリリーフ用孔としての貫通
孔１２２が形成されている。この貫通孔１２２は、略一定の円形断面で軸方向に延びてお
り、弾性ゴム膜１１８の径方向中央部分において中央突部１２０の軸方向両端面に開口す
るように貫通形成されている。
【００９７】
　このような構造とされた弾性ゴム膜１１８は、縮径方向で圧縮変形されると共に、中央
突部１２０と環状突部８８が仕切部材本体１０４の底部４６と蓋板金具３８の対向面間で
軸方向に圧縮されて、収容領域９８内に配設されている。なお、弾性ゴム膜１１８の径方
向での予圧縮量は、前記第一の実施形態と同様に、初期状態（仕切部材１１４への組付け
前の状態）における弾性ゴム膜１１８の外径寸法である環状突部８８の外径寸法の１％乃
至５％とされている。
【００９８】
　また、弾性ゴム膜１１８の収容領域９８への組付け下において、蓋板金具３８の中央部
に形成された接続孔６０が弾性ゴム膜１１８の中央突部１２０に貫通形成された貫通孔１
２２に対して軸直角方向で位置合わせされており、それら接続孔６０と貫通孔１２２が軸
方向に延びる同一直線上に位置せしめられて直列状に接続されている。これにより、貫通
孔１２２の内部が接続孔６０を通じて受圧室９２に連通されている。なお、本実施形態で
は、弾性ゴム膜１１８における中央突部１２０の上端面が、蓋板金具３８に対して予め当
接せしめられているが、例えば中央突部１２０と蓋板金具３８の間に隙間が設けられてい
ても良い。
【００９９】
　さらに、弾性ゴム膜１１８の収容領域９８への組付け下において、弾性ゴム膜１１８に
おける中央突部１２０の下端面が仕切部材本体１０４の底部４６に圧接せしめられており
、中央突部１２０を貫通する貫通孔１２２の平衡室９４側開口部が底部４６で覆われて閉
塞せしめられている。なお、本実施形態では、中央突部１２０の軸方向両端面が仕切部材
１１４に当接せしめられており、弾性ゴム膜１１８の収容領域９８への配設下において中
央突部１２０が軸方向に圧縮されている。
【０１００】
　換言すれば、貫通孔１２２の受圧室９２側の開口部が接続孔６０を通じて常時受圧室９
２に連通されている一方、貫通孔１２２の平衡室９４側の開口部は、中央突部１２０の下
端面が底部４６に当接せしめられた状態（初期状態を含む）において底部４６で覆われて
覆蓋されていると共に、弾性ゴム膜１１８の弾性変形による中央突部１２０の底部４６か
らの離隔変位によって、透孔４８を通じて平衡室９４に連通されるようになっている。
【０１０１】
　ここにおいて、衝撃的な振動荷重の入力により、本体ゴム弾性体１６が大きく弾性変形
して、受圧室９２内にキャビテーション気泡が発生する程の負圧が及ぼされると、弾性ゴ
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ム膜１１８は、その薄肉部９０が受圧室９２の負圧の作用によって弾性変形せしめられる
。
【０１０２】
　ここで、本実施形態では、初期状態において貫通孔１２２の軸方向下側の開口部が閉塞
せしめられているが、弾性ゴム膜１１８が充分に大きな力で受圧室９２側に引っ張られる
と、薄肉部９０が弾性変形せしめられると共に、中央突部１２０が軸方向で圧縮変形せし
められるようになっている。これにより、中央突部１２０の平衡室９４側の端面が仕切部
材本体１０４の底部４６から軸方向上方に離隔変位せしめられて、貫通孔１２２の下側開
口部が収容領域９８内に連通せしめられる。そして、底部４６に形成された透孔４８と、
弾性ゴム膜１１８に形成された貫通孔１２２と、蓋板金具３８に形成された接続孔６０を
通じて、受圧室９２と平衡室９４が相互に連通されるようになっている。
【０１０３】
　以上の説明からも明らかなように、透孔４８と貫通孔１２２と接続孔６０の協働によっ
て、受圧室９２内に過大な負圧が発生した場合に受圧室９２と平衡室９４を相互に連通せ
しめる短絡流路１２４が構成されるようになっている。また、本実施形態においては、中
央突部１２０の平衡室９４側端面が、弾性ゴム膜１１８の弾性変形によって、仕切部材本
体１０４の底部４６に対して当接状態と離隔状態に切り換えられることを利用して、短絡
流路１２４を連通状態と遮断状態に切り換える弁機構が構成されている。
【０１０４】
　なお、中央突部１２０における受圧室９２側に突出する部分の形状や大きさを変更する
ことにより、受圧室９２での負圧発生時における中央突部１２０の受圧室９２側に突出す
る部分の弾性変形特性を調節しても良い。
【０１０５】
　また、中央突部１２０の受圧室９２側に突出する部分において、先端部分に切欠きを設
けることにより、該受圧室９２側に突出する部分のばね特性を調節することも出来る。か
くの如き切欠きを設けた場合には、この切欠きを通じて貫通孔１２２が収容領域９８に常
時連通される。従って、貫通孔１２２が、切欠きと収容領域９８を通じて透孔６２から受
圧室９２へ常時連通されることとなる。それ故、蓋板金具３８に形成された第二の接続孔
６０は設けられていなくても良い。
【０１０６】
　このような本実施形態に従う構造とされたエンジンマウント１１２においても、前記第
一，第二の実施形態と同様に、スティックスリップ等の異音を低減すると共に、弾性ゴム
膜１１８の耐久性を向上することが出来得る。また、嵌着金具等を設けていないゴム単体
構造の弾性ゴム膜１１８を利用して目的とする耐久性や固定力を実現することが出来得る
。
【０１０７】
　また、本実施形態に係るエンジンマウント１１２においては、キャビテーションが問題
となる程度の衝撃的な振動荷重が入力されて、受圧室９２内に過大な負圧が発生した場合
には、短絡流路１２４を通じて両室９２，９４間で流体が流動せしめられて、受圧室９２
内の負圧が速やかに低減乃至は解消されるようになっている。従って、かかる負圧に起因
する異音や振動の発生が抑えられる。
【０１０８】
　しかも、本実施形態では、短絡流路１２４を連通状態と遮断状態で切り換える弁機構が
、受圧室９２と平衡室９４の相対的な圧力差に基づく弾性ゴム膜１１８の弾性変形を利用
して構成されている。これにより、本実施形態におけるエンジンマウント１１２は、弁機
構を構成するための特別な部材や構造を設ける必要がなく、部品点数の少ない簡単な構造
によって少ない工程数で実現され得る。
【０１０９】
　以上、本発明の幾つかの実施形態について説明してきたが、これら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
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されるものではない。
【０１１０】
　例えば、前記第一乃至第三の実施形態においては、当接部材と支持部材が仕切部材によ
って構成されているが、当接部材等は、仕切部材とは別体として設けられていても良い。
具体的には、例えば、仕切部材の上方に離隔して第二の取付金具１４で支持される当接部
材を設けて、該当接部材に対して弾性突出部が当接せしめられることにより、可動ゴム膜
の変形が制限されるようになっていても良い。
【０１１１】
　また、前記第一乃至第三の実施形態では、可動ゴム膜の薄肉部が略一定の厚さ寸法を有
しているが、例えば、外周側である厚肉挟持部側、或いは中央側である弾性突出部側に行
くに従って次第に厚肉となっていたり、中央側である弾性突出部側と外周側である厚肉挟
持部側の両側に行くに従って次第に厚肉となっていたりしても良い。
【０１１２】
　また、前記第一乃至第三の実施形態においては、当接部材と支持部材が何れも仕切部材
によって構成されているが、当接部材と支持部材は、必ずしも同じ部材で構成されていな
くても良く、別部材とされていても良い。なお、別部材とされている場合にも、それら当
接部材と支持部材は、何れも第二の取付部材に対して固定的に設けられる。
【０１１３】
　また、前記第一乃至第三の実施形態には、エンジンシェイク等に相当する周波数域にチ
ューニングされたオリフィス通路を有するシングルオリフィス構造の流体封入式防振装置
が示されているが、本発明は、例えば、エンジンシェイク等に相当する低周波数域にチュ
ーニングされた第一のオリフィス通路と、アイドリング振動等に相当する中周波数域にチ
ューニングされた第二のオリフィス通路を有するダブルオリフィス構造の流体封入式防振
装置に対しても適用可能である。なお、本発明が３本以上のオリフィス通路を有する構造
の流体封入式防振装置に対しても適用可能であることは、言うまでもない。
【０１１４】
　さらに、本発明は、例えば、空気圧や電磁力によって防振特性を切り換えることが出来
る切換え型の流体封入式防振装置や、平衡室に対して能動的な加振力を作用せしめること
により防振性能を発揮する能動型の流体封入式防振装置等にも適用可能である。
【０１１５】
　また、前記第一乃至第三の実施形態では、本発明に係る流体封入式防振装置の実施例と
して、自動車用のエンジンマウントが示されているが、本発明は、サブフレームマウント
やボデーマウント等、エンジンマウント以外の流体封入式防振装置に対しても適用可能で
ある。また、本発明に係る流体封入式防振装置は、必ずしも自動車用に限定されるもので
はなく、列車用等その他の車両用や車両以外の振動体に用いられる流体封入式防振装置と
しても好適に採用され得る。
【０１１６】
　その他、一々列挙はしないが、本発明は、当業者の知識に基づいて種々なる変更，修正
，改良等を加えた態様において実施され得るものであり、また、そのような実施態様が、
本発明の趣旨を逸脱しない限り、何れも、本発明の範囲内に含まれるものであることは、
言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【０１１７】
【図１】本発明の第一の実施形態としての自動車用エンジンマウントを示す図２のＩ－Ｉ
断面図。
【図２】同エンジンマウントを構成する仕切部材の平面図。
【図３】図２のＩＩＩ－ＩＩＩ断面図。
【図４】同エンジンマウントを構成する可動ゴム膜の断面図。
【図５】本発明の第二の実施形態としての自動車用エンジンマウントを示す断面図。
【図６】本発明の第三の実施形態としての自動車用エンジンマウントを示す断面図。
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【符号の説明】
【０１１８】
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：仕切部材，３６：仕切部材本体，３８：蓋板金具，８２：弾性ゴム膜，
８４：中央突部，８６：貫通孔，８８：環状突部，９０：薄肉部，９２：受圧室，９４：
平衡室，９６：オリフィス通路，９８：収容領域，１００：短絡流路，１２２：貫通孔，
１２４：短絡流路

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】
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