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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動車の電気ブレーキ装置において：
－上記自動車が、中央モジュール１のみに給電される、待機状態にあるときには給電され
ない、上記自動車の前輪のブレーキモジュール（４ａ、４ｂ）と後輪のブレーキモジュー
ル（４ｃ、４ｄ）との少なくとも一方と、
－上記中央モジュール１を構成する、少なくとも１つの車載コンピュータ（１）と、
－ユーザによって起動されたときに、上記車載コンピュータ（１）へ、上記前輪の上記ブ
レーキモジュールと上記後輪の上記ブレーキモジュールとの少なくとも一方の給電を制御
するための、接点部品による信号である給電制御信号（Ｓｃ１、Ｓｃ２）を、また、上記
前輪の上記ブレーキモジュール（４ａ、４ｂ）と上記後輪の上記ブレーキモジュール（４
ｃ、４ｄ）との少なくとも一方へ、上記ブレーキモジュールが給電されたときに、上記前
輪の上記ブレーキモジュールと上記後輪の上記ブレーキモジュールとの少なくとも一方を
起動するための、接点部品による信号であるブレーキ制御信号（Ｓ２ａ、Ｓ２ｂ；Ｓ３ａ
、Ｓ３ｂ）を送る、少なくとも１つの、上記待機状態時に給電されないユーザ制御モジュ
ール（２、３）と、
－上記自動車の速度がゼロで、上記自動車の上記前輪と上記後輪との少なくとも一方が、
上記ブレーキモジュールの作用を受けて不動化されたときに、上記前輪の上記ブレーキモ
ジュールと上記後輪の上記ブレーキモジュールとの少なくとも一方の給電を遮断する手段
と、
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　を含んでなることを特徴とする、自動車の電気ブレーキ装置。
【請求項２】
　上記ユーザ制御モジュール（２、３）は、接点部品に対する上記ユーザの押力を検出す
ることが可能な少なくとも１つのセンサを含むことを特徴とする、請求項１に記載の自動
車の電気ブレーキ装置。
【請求項３】
　上記接点部品は、上記自動車のブレーキペダルまたは上記自動車のダッシュボードに位
置する接点からなることを特徴とする、請求項２に記載の自動車の電気ブレーキ装置。
【請求項４】
　上記自動車の上記ダッシュボードに位置する上記接点は、ボタンまたはスティックであ
ることを特徴とする、請求項３に記載の自動車の電気ブレーキ装置。
【請求項５】
　上記前輪の上記ブレーキモジュールと上記後輪の上記ブレーキモジュールとを含む場合
における、請求項１～４のいずれか１つに記載の自動車の電気ブレーキ装置において、
　左の上記前輪の上記ブレーキモジュールへ伝達される上記ブレーキ制御信号（Ｓ２ａ、
Ｓ３ａ）が、左の上記後輪の上記ブレーキモジュールへも伝達され、右の上記前輪の上記
ブレーキモジュールへ伝達される上記ブレーキ制御信号（Ｓ２ａ、Ｓ３ａ）が、右の上記
後輪の上記ブレーキモジュールへも伝達されることを特徴とする自動車の電気ブレーキ装
置。
【請求項６】
　上記前輪の上記ブレーキモジュールと上記後輪の上記ブレーキモジュールとを含む場合
における、請求項１～４のいずれか１つに記載の自動車の電気ブレーキ装置において、
　第１の上記ユーザ制御モジュール（２）と第２の上記ユーザ制御モジュール（３）とを
含み、
　上記第１のユーザ制御モジュール（２）によって、左の上記前輪の上記ブレーキモジュ
ール（４ｂ）へ伝達される上記ブレーキ制御信号（Ｓ２ｂ）が、右の上記後輪の上記ブレ
ーキモジュール（４ｃ）へも伝達され、
　上記第１のユーザ制御モジュール（２）によって、右の上記前輪の上記ブレーキモジュ
ール（４ａ）へ伝達される上記ブレーキ制御信号（Ｓ２ａ）が、左の上記後輪の上記ブレ
ーキモジュール（４ｄ）へも伝達され、
　上記第２のユーザ制御モジュール（３）によって、左の上記前輪の上記ブレーキモジュ
ール（４ｂ）へ伝達される上記ブレーキ制御信号（Ｓ３ｂ）が、右の上記後輪の上記ブレ
ーキモジュール（４ｃ）へも伝達され、
　上記第２のユーザ制御モジュール（３）によって、右の上記前輪の上記ブレーキモジュ
ール（４ａ）へ伝達される上記ブレーキ制御信号（Ｓ３ａ）が、左の上記後輪の上記ブレ
ーキモジュール（４ｄ）へも伝達される、
　ことを特徴とする自動車の電気ブレーキ装置。
【請求項７】
　上記前輪の上記ブレーキモジュールと上記後輪の上記ブレーキモジュールとを含む場合
における、請求項１～４のいずれか１つに記載の自動車の電気ブレーキ装置において、
　第１の上記ユーザ制御モジュール（２）と第２の上記ユーザ制御モジュール（３）とを
含み、
　上記第１のユーザ制御モジュール（２）によって、左の上記前輪の上記ブレーキモジュ
ール（４ｂ）へ伝達される上記ブレーキ制御信号（Ｓ２ｂ）が、左の上記後輪の上記ブレ
ーキモジュール（４ｄ）へも伝達され、
　上記第１のユーザ制御モジュール（２）によって、右の上記前輪の上記ブレーキモジュ
ール（４ａ）へ伝達される上記ブレーキ制御信号（Ｓ２ａ）が、右の上記後輪の上記ブレ
ーキモジュール（４ｃ）へも伝達され、
　上記第２のユーザ制御モジュール（３）によって、左の上記前輪の上記ブレーキモジュ
ール（４ｂ）へ伝達される上記ブレーキ制御信号（Ｓ３ｂ）が、左の上記後輪の上記ブレ
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ーキモジュール（４ｄ）へも伝達され、
　上記第２のユーザ制御モジュール（３）によって、右の上記前輪の上記ブレーキモジュ
ール（４ａ）へ伝達される上記ブレーキ制御信号（Ｓ３ａ）が、右の上記後輪の上記ブレ
ーキモジュール（４ｃ）へも伝達される、
　ことを特徴とする自動車の電気ブレーキ装置。
【請求項８】
　作動状態またはスタート・ストップ　モードにおける、上記自動車のブレーキ手段の機
能低下モードの検出手段と、上記機能低下モードが検出されたときに、上記ユーザ制御モ
ジュール（２、３）を使用して、上記作動状態または上記スタート・ストップ　モードに
おける上記自動車に、ブレーキをかけることを可能にする手段とを含むことを特徴とする
、請求項１～７のいずれか１つに記載の自動車の電気ブレーキ装置。
【請求項９】
　上記ユーザ制御モジュール（２、３）を使用して上記自動車にブレーキをかけることが
要求されていることを確認するために上記ブレーキモジュールが互いに通信することを可
能にする通信ネットワークと、上記自動車に上記ブレーキをかけることが要求されている
ことが確認されたら、上記ブレーキがかけられたときの自動車の安定を維持するための手
段を含むことを特徴とする、請求項８に記載の自動車の電気ブレーキ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は自動車の電気ブレーキ装置に関し、特にブレーキ装置の待機（エンジンは停止
）過程と起動過程を管理する、電気ブレーキ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の自動車の電気ブレーキ装置は、多数の電気及び電子モジュールを含む。将来にお
いては、現在「エックス－バイ－ワイヤ（Ｘ－Ｂｙ－Ｗｉｒｅ）」として知られている自
動車の電気ブレーキ装置は、益々複雑な装置となり、装置の中において、モジュールの電
力消費を制御することが必要となるであろう。特に、電気ブレーキ装置の電気及び電子構
造は、待機（エンジンは停止）モードの電力消費を考慮に入れて構成することが必要とな
るであろう。これは、この電力消費が過大であれば、自動車の１または複数のバッテリは
放電の危険にさらされ、このことは、自動車を動かなくすることにまで到る問題を惹起す
る可能性があるからである。
【０００３】
　今日、自動車の電気ブレーキ装置において、待機過程と起動過程をどのように管理する
かについては考慮されていない。
【特許文献１】ＵＳ　５　９５２　７９９　Ａ
【特許文献２】ＵＳ　４　５６１　５２７　Ａ
【特許文献３】ＵＳ　５　７３５　５７９　Ａ
【特許文献４】ＵＳ　２００３／０６６７１９　Ａ１
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、上述の問題点を有しない、自動車の電気ブレーキ装置を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するため、本発明は：
－上記自動車が待機状態にあるときには給電されない、上記自動車の前輪のブレーキモジ
ュールと後輪のブレーキモジュールとの少なくとも一方と、
－少なくとも１つの車載コンピュータと、



(4) JP 5288803 B2 2013.9.11

10

20

30

40

50

－ユーザによって起動されたときに、上記車載コンピュータへ、上記前輪の上記ブレーキ
モジュールと上記後輪の上記ブレーキモジュールとの少なくとも一方の給電を制御するた
めの給電制御信号を、また、上記前輪の上記ブレーキモジュールと上記後輪の上記ブレー
キモジュールとの少なくとも一方へ、上記ブレーキモジュールが給電されたときに、上記
前輪の上記ブレーキモジュールと上記後輪の上記ブレーキモジュールとの少なくとも一方
を起動するためのブレーキ制御信号を送る、少なくとも１つのユーザ制御モジュールと、
－上記自動車の速度がゼロで、上記自動車の上記前輪と上記後輪との少なくとも一方が、
上記ブレーキモジュールの作用を受けて不動化されたときに、上記前輪の上記ブレーキモ
ジュールと上記後輪の上記ブレーキモジュールとの少なくとも一方の給電を遮断する手段
と、
　を含んでなる、自動車の電気ブレーキ装置に関する。
【０００６】
　本発明のその他の特徴によれば、上記ユーザ制御モジュールは、接点部品に対する上記
ユーザの押力を検出することが可能な少なくとも１つのセンサを含む。
【０００７】
　本発明のその他の特徴によれば、上記接点部品は、上記自動車のブレーキペダルまたは
上記自動車のダッシュボードに位置する接点からなる。
【０００８】
　本発明のその他の特徴によれば、上記自動車の上記ダッシュボードに位置する上記接点
は、ボタンまたはスティックである。
【０００９】
　本発明のその他の特徴によれば、上記電気ブレーキ装置が、上記前輪の上記ブレーキモ
ジュールと上記後輪の上記ブレーキモジュールとを含む場合において、左の上記前輪の上
記ブレーキモジュールへ伝達される上記ブレーキ制御信号が、左の上記後輪の上記ブレー
キモジュールへも伝達され、右の上記前輪の上記ブレーキモジュールへ伝達される上記ブ
レーキ制御信号が、右の上記後輪の上記ブレーキモジュールへも伝達される。
【００１０】
　本発明のその他の特徴によれば、上記電気ブレーキ装置が、上記前輪の上記ブレーキモ
ジュールと上記後輪の上記ブレーキモジュールとを含む場合において、上記電気ブレーキ
装置は、第１の上記ユーザ制御モジュールと第２の上記ユーザ制御モジュールとを含み、
上記第１のユーザ制御モジュールによって、左の上記前輪の上記ブレーキモジュールへ伝
達される上記ブレーキ制御信号が、右の上記後輪の上記ブレーキモジュールへも伝達され
、上記第１のユーザ制御モジュールによって、右の上記前輪の上記ブレーキモジュールへ
伝達される上記ブレーキ制御信号が、左の上記後輪の上記ブレーキモジュールへも伝達さ
れ、上記第２のユーザ制御モジュールによって、左の上記前輪の上記ブレーキモジュール
へ伝達される上記ブレーキ制御信号が、右の上記後輪の上記ブレーキモジュールへも伝達
され、上記第２のユーザ制御モジュールによって、右の上記前輪の上記ブレーキモジュー
ルへ伝達される上記ブレーキ制御信号が、左の上記後輪の上記ブレーキモジュールへも伝
達される。
【００１１】
　本発明のその他の特徴によれば、上記電気ブレーキ装置が、上記前輪の上記ブレーキモ
ジュールと上記後輪の上記ブレーキモジュールとを含む場合において、上記電気ブレーキ
装置は、第１の上記ユーザ制御モジュールと第２の上記ユーザ制御モジュールとを含み、
上記第１のユーザ制御モジュールによって、左の上記前輪の上記ブレーキモジュールへ伝
達される上記ブレーキ制御信号が、左の上記後輪の上記ブレーキモジュールへも伝達され
、上記第１のユーザ制御モジュールによって、右の上記前輪の上記ブレーキモジュールへ
伝達される上記ブレーキ制御信号が、右の上記後輪の上記ブレーキモジュールへも伝達さ
れ、上記第２のユーザ制御モジュールによって、左の上記前輪の上記ブレーキモジュール
へ伝達される上記ブレーキ制御信号が、左の上記後輪の上記ブレーキモジュールへも伝達
され、上記第２のユーザ制御モジュールによって、右の上記前輪の上記ブレーキモジュー
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ルへ伝達される上記ブレーキ制御信号が、右の上記後輪の上記ブレーキモジュールへも伝
達される。
【００１２】
　本発明のその他の特徴によれば、上記電気ブレーキ装置は、作動状態またはスタート・
ストップ　モードにおける、上記自動車のブレーキ手段の機能低下モードの検出手段と、
上記機能低下モードが検出されたときに、上記ユーザ制御モジュールを使用して、上記作
動状態または上記スタート・ストップ　モードにおける上記自動車に、ブレーキをかける
ことを可能にする手段とを含む。
【００１３】
　本発明のその他の特徴によれば、上記電気ブレーキ装置は、上記ユーザ制御モジュール
を使用して上記自動車にブレーキをかけることが要求されていることを確認するために、
上記ブレーキモジュールが互いに通信することを可能にする通信ネットワークと、上記自
動車に上記ブレーキをかけることが要求されていることが確認されたら、上記ブレーキが
かけられたときの自動車の安定を維持するための手段を含む。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明のその他の特徴及び利点は、添付図面を参照して以下の説明を読むことによって
明らかとなるであろう。これらの図面において：
　－図１は、本発明の第１の実施の形態による自動車の電気ブレーキ装置を示す図であり
；
　－図２は、本発明の第２の実施の形態による自動車の電気ブレーキ装置を示す図であり
；
　－図３は、本発明による電気ブレーキ装置の第１の改良を示す図であり；
　－図４は、本発明による電気ブレーキ装置の第２の改良を示す図であり；
　－図５は、本発明による電気ブレーキ装置の第３の改良を示す図である。
【００１５】
　すべてのこれらの図において、同じ参照番号は、同じ部品を示す。
【００１６】
　図１は、本発明の第１の実施の形態による自動車の電気ブレーキ装置を示す。
【００１７】
　この電気ブレーキ装置は、中央モジュール１と、２つのユーザ制御モジュール２、３と
、一組のブレーキモジュール４ａ、４ｂ、４ｃ、４ｄを含む。
【００１８】
　中央モジュール１は、例えば、電源装置が設けられた車載コンピュータである。周知の
ように各ブレーキモジュール４ａ、４ｂ、４ｃ、４ｄは、特に、電気モータと、減速歯車
と、電子制御部品を含む。ブレーキモジュール４ａ、４ｂは、自動車の２つの前輪に対し
て取り付けられ、ブレーキモジュール４ｃ、４ｄは、自動車の２つの後輪に対して取り付
けられる。ユーザ制御モジュール２、３は、ともに中央モジュール１と前輪のブレーキモ
ジュール４ａ、４ｂへ接続される。電力配線Ｌａ、Ｌｂは、中央モジュール１に含まれる
電源装置とブレーキモジュール４ａ、４ｂとをそれぞれ接続する。電力配線Ｌａ、Ｌｂに
共通のモードが設定されることを回避するために、電力配線Ｌａ、Ｌｂは、中央モジュー
ル１の別々の出力に接続される。
【００１９】
　ユーザ制御モジュール２、３は、自動車が待機状態（エンジンは停止）にあるときのブ
レーキモジュール４ａ、４ｂの制御装置である。ユーザ制御モジュール２、３は、それぞ
れブレーキペダルと、自動車のダッシュボードに設けられた接点部品（ボタン、スティッ
ク、等）を介して制御され、ブレーキモジュール４ａ、４ｂを制御する。すなわち、自動
車の運転者がブレーキペダルに押力を加えると、ユーザ制御モジュール２は、それぞれブ
レーキモジュール４ａ、４ｂへブレーキ制御信号Ｓ２ａ、Ｓ２ｂを、また中央モジュール
１へ給電制御信号Ｓｃ１を送る。ユーザ制御モジュール２は、例えば、２値情報の形のブ
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レーキ制御信号Ｓ２ａ、Ｓ２ｂと給電制御信号Ｓｃ１を発生する、２接点装置である。こ
の２値情報の第１状態はブレーキペダルが接触されていることを示し、第２状態はブレー
キペダルが接触されていないことを示す。例えば、２以上の状態を含む形の信号を、ユー
ザ制御モジュール２から発生させることもできる。
【００２０】
　同様に、ユーザ制御モジュール３の接点に押力が加えられると、ユーザ制御モジュール
３は、それぞれブレーキモジュール４ａ、４ｂへ、ブレーキ制御信号Ｓ３ａ、Ｓ３ｂを、
また中央モジュール１へ給電制御信号Ｓｃ２を送る。ユーザ制御モジュール３から発生さ
れる信号も２値信号であることが望ましい。
【００２１】
　自動車が待機状態にあるときには、中央モジュール１のみが給電される。本発明の第１
の実施の形態によれば、中央モジュール１は、前輪のブレーキモジュール４ａ、４ｂへの
給電を直接管理する。給電制御信号Ｓｃ１と給電制御信号Ｓｃ２との少なくとも一方は、
中央モジュール１が、ユーザ制御モジュール２とユーザ制御モジュール３との少なくとも
一方が起動されたことを検出することを可能にする。中央モジュール１は、給電制御信号
Ｓｃ１と給電制御信号Ｓｃ２との少なくとも一方を受けると、それぞれブレーキモジュー
ル４ａ、４ｂへ給電する。ブレーキモジュール４ａ、４ｂは、ブレーキ制御信号Ｓ２ａ、
Ｓ２ｂとブレーキ制御信号Ｓ３ａ、Ｓ３ｂとの少なくとも一方を受けると、これらのモジ
ュールは給電されているので、関連するブレーキを締め付けて、自動車の不動化を可能に
し、次いで、加えられるブレーキ力を維持するように、ブレーキパッドの位置を固定する
。このようにしてパーキングブレーキが設定されると、ブレーキモジュール４ａ、４ｂへ
の給電はカットされる。
【００２２】
　図２は、本発明の第２の実施の形態による自動車の電気ブレーキ装置を示す。第２の実
施の形態においては、ブレーキモジュールの電源装置Ａは、中央モジュール１の外部に設
けられる。電源装置Ａは、給電制御信号Ｓｃ１と給電制御信号Ｓｃ２との少なくとも一方
の操作を受ける中央モジュール１から発生される給電制御信号Ｓｃａによって制御される
。
【００２３】
　図３～５は、本発明の様々な実施の形態を示す。これらの実施の形態においては、ブレ
ーキ制御信号は、前輪のブレーキモジュール４ａ、４ｂにも、後輪のブレーキモジュール
４ｃ、４ｄにも加えられる。便宜上、中央モジュール１を後輪のブレーキモジュール４ｃ
、４ｄへ接続する電力配線は図示されていない。しかしながら、このような電力配線は存
在し、図１または２の電力配線Ｌａ、Ｌｂの形態と同じである。
【００２４】
　図３は、各ユーザ制御モジュール２、３が、追加の出力を有する実施の形態を示す。ブ
レーキ制御信号Ｓ２ａ、Ｓ２ｂは、制御モジュール２の２つの追加の出力から、それぞれ
ブレーキモジュール４ｃ、４ｄへ伝達される。同様に、ブレーキ制御信号Ｓ３ａ、Ｓ３ｂ
は、制御モジュール３の２つの追加の出力から、それぞれブレーキモジュール４ｃ、４ｄ
へ伝達される。
【００２５】
　図４は：
－ブレーキモジュール４ａへ伝達されるブレーキ制御信号Ｓ２ａが、ブレーキモジュール
４ｄへも伝達され、ブレーキモジュール４ｂへ伝達されるブレーキ制御信号Ｓ２ｂが、ブ
レーキモジュール４ｃへも伝達され、
－ブレーキモジュール４ａへ伝達されるブレーキ制御信号Ｓ３ａが、ブレーキモジュール
４ｄへも伝達され、ブレーキモジュール４ｂへ伝達されるブレーキ制御信号Ｓ３ｂが、ブ
レーキモジュール４ｃへも伝達される、
　実施の形態を示す。
【００２６】
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　このような形態は、ブレーキモジュール４ａとブレーキモジュール４ｂはそれぞれ前輪
の右の車輪と左に車輪に対して取り付けられ、ブレーキモジュール４ｃとブレーキモジュ
ール４ｄはそれぞれ後輪の右の車輪と左に車輪に対して取り付けられているので、「対角
線形態」と呼ばれる。
【００２７】
　図５は：
－ブレーキモジュール４ａへ伝達されるブレーキ制御信号Ｓ２ａが、ブレーキモジュール
４ｃへも伝達され、ブレーキモジュール４ｂへ伝達されるブレーキ制御信号Ｓ２ｂが、ブ
レーキモジュール４ｄへも伝達され、
－ブレーキモジュール４ａへ伝達されるブレーキ制御信号Ｓ３ａが、ブレーキモジュール
４ｃへも伝達され、ブレーキモジュール４ｂへ伝達されるブレーキ制御信号Ｓ３ｂが、ブ
レーキモジュール４ｄへも伝達される、
　実施の形態を示す。
【００２８】
　このような形態は、ブレーキモジュール４ａとブレーキモジュール４ｂはそれぞれ前輪
の右の車輪と左に車輪に対して取り付けられ、ブレーキモジュール４ｃとブレーキモジュ
ール４ｄはそれぞれ後輪の右の車輪と左に車輪に対して取り付けられているので、「右／
左形態」と呼ばれる。
【００２９】
　自動車が始動されたとき（すなわち運転者がエンジンを始動したとき）には、自動車の
ブレーキングは、周知の方法で、ブレーキペダルを介して実行される。ブレーキペダルに
配置され、エンジンが運転中か、通常、スタート・ストップ　モード（Ｓｔａｒｔ　＆　
Ｓｔｏｐ　ｍｏｄｅ（エンジンは停止されているが使用可能））と呼ばれる、オン・オフ
　モードにおけるエンジンの停止条件が満たされているときにのみ給電されるセンサは、
一方では、ブレーキペダルの位置または運動に関する情報を、他方では、ブレーキペダル
へ加えられる力に関する情報を検出することを可能にする。何らかの機能低下モードの際
には、これらのセンサから発する情報は使用不能になる。本発明の利点は、ユーザ制御モ
ジュール２とユーザ制御モジュール３との少なくとも一方から発生する情報によって、自
動車にブレーキをかけることを可能にすることにある。
【００３０】
　このため、本発明による電気ブレーキ装置は、作動状態またはスタート・ストップ　モ
ードにおける、自動車のブレーキ手段の機能低下モードの検出手段と、機能低下モードが
検出されたときに、ユーザ制御モジュールを使用して作動状態における自動車にブレーキ
をかけることを可能にする手段とを含む。したがって、電気ブレーキ装置は、ブレーキモ
ジュール４ａ、４ｂ、場合によっては、４ｃ、４ｄが、ブレーキをかけることを要求され
ていることを確認するために、互いに通信することを可能にする通信ネットワークと、ブ
レーキがかけられたときの自動車の安定を維持するための手段を含むことが望ましい。
【００３１】
　ユーザ制御モジュール２、３及びブレーキモジュール４ａ～４ｄの間の接続には、広範
囲のものを使用することが可能である。この接続は、例えば、有線接続でも、無線接続で
もよい（ＣＡＮ、ＬＩＮ、「時間トリガー（Ｔｉｍｅ　ｔｒｉｇｇｅｒ）」、等）。
【００３２】
　本発明は、多数の給電ネットワークに、有利に適合する。給電ネットワークとしては、
２つの１２Ｖのバッテリを有する１４Ｖネットワーク、例えば１２Ｖのバッテリと３６Ｖ
のバッテリを有するデュアル１４Ｖ／４２Ｖネットワーク、あるいは、例えば２つの３６
Ｖのバッテリを有する４２Ｖネットワークがある。
【００３３】
　本願のすべての図において、本発明による電気ブレーキ装置は、前輪のブレーキモジュ
ール４ａ、４ｂと、後輪のブレーキモジュール４ｃ、４ｄを含む。本発明は、電気ブレー
キ装置が、前輪のブレーキモジュール４ａ、４ｂのみ、または後輪のブレーキモジュール
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４ｃ、４ｄのみを含む場合にも関する。便宜上の理由から、これらのその他の実施の形態
が、本願の図には示されていない。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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