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(57)【要約】
【課題】　自動車の開閉パネルのための、電気機械アク
チュエータを用いない、モータによる駆動装置を提供す
る。
【解決手段】　この駆動装置は、モータユニット（３）
と、伝動素子（５）と、制動モジュール（７）とを備え
ている。制動モジュールは、制動モジュールに接続され
ている制動シャフト（２３）と摩擦接触している螺旋ば
ね（３５）と、機能的遊びを介して相互に係合している
２つの連結素子（２５、２７）とを有して、伝動素子と
モータユニットとの間に位置しているクラッチモジュー
ル（９）によって支持されて伝動素子に接続されており
、２つの連結素子のうちのどちらが駆動を行っており、
どちらが駆動されているかに依存する、２つの連結素子
の間の相対的な位置の変化によって、制動モジュールが
係合位置と非係合位置との間を移行するように、螺旋ば
ねの端部（３７、３９）が作用を受ける。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　－　モータユニット（３）と、
　－　前記モータユニット（３）によって作動させられる伝動素子（５）と、
　－　前記伝動素子（５）に対する制動モジュール（７）と
を備えている、自動車の開閉パネルのための、モータによる駆動装置（１）であって、
　前記制動モジュール（７）は、前記制動モジュール（７）に接続されている制動シャフ
ト（２３）と摩擦接触している螺旋ばね（３５）と、互いの間に設けられた機能的遊びを
介して相互に係合している２つの連結素子（２５、２７）とを有し、前記伝動素子（５）
と前記モータユニット（３）との間に位置しているクラッチモジュール（９）により、支
持されて、前記伝動素子（５）に接続されており、前記２つの連結素子（２５、２７）の
うちのどちらが推進を行っており、どちらが推進されているかに依存する、前記２つの連
結素子（２５、２７）の間の相対的な位置の変化によって、前記制動モジュール（７）が
係合位置と非係合位置との間を移行するように、前記螺旋ばね（３５）の端部（３７、３
９）が作用を受けるようになっていることを特徴とする駆動装置。
【請求項２】
　前記２つの連結素子（２５、２７）は、相互に噛み合って係合していることを特徴とす
る、請求項１に記載の駆動装置。
【請求項３】
　前記２つの連結素子（２５、２７）のうちの一方は、軸方向スロット（３１）を有して
おり、他方は、形状が該軸方向スロット（３１）に相補的であり、かつ機能的遊びが得ら
れるように、横方向の寸法がより小さい爪（３３）を有していること、および前記螺旋ば
ね（３５）の２つの端部（３７、３９）は、前記軸方向スロット（３１）内で、前記爪（
３３）の一方および他方の側部に１つずつ配置されていることを特徴とする、請求項１ま
たは２に記載の駆動装置。
【請求項４】
　前記螺旋ばね（３５）は、前記制動シャフト（２３）を囲んでいることを特徴とする、
請求項１～３のいずれか１つに記載の駆動装置。
【請求項５】
　前記螺旋ばね（３５）は、前記制動シャフト（２３）の内部に配置されていることを特
徴とする、請求項１～３のいずれか１つに記載の駆動装置。
【請求項６】
　前記制動シャフト（２３）は、摩擦材料を被覆されていることを特徴とする、請求項１
～５のいずれか１つに記載の駆動装置。
【請求項７】
　前記摩擦材料は、炭素、石灰華、またはモリブデンであることを特徴とする、請求項６
に記載の駆動装置。
【請求項８】
　前記伝動素子（５）は、ウォームねじを有していることを特徴とする、請求項１～７の
いずれか１つに記載の駆動装置。
【請求項９】
　前記クラッチモジュール（９）は、前記モータユニットの出力シャフト（１３）に接続
された動力伝達継ぎ手（２９）を有していることを特徴とする、請求項１～８のいずれか
１つに記載の駆動装置。
【請求項１０】
　前記動力伝達継ぎ手（２９）には、オルダム継ぎ手が含まれることを特徴とする、請求
項９に記載の駆動装置。
【請求項１１】
　前記動力伝達継ぎ手（２９）には、自在継ぎ手が含まれることを特徴とする、請求項９
または１０に記載の駆動装置。
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【請求項１２】
　前記制動モジュール（７）は、前記制動シャフトに接続されている磁石（１９）、およ
び該磁石の周囲に配置されている、磁気ヒステリシス特性を有する磁性材料（２１）を備
えていることを特徴とする、請求項１～１１のいずれか１つに記載の駆動装置。
【請求項１３】
　前記制動モジュール（７）は、摩擦を用いた制動手段を有していることを特徴とする、
請求項１～１２のいずれか１つに記載の駆動装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車のドアまたはトランク蓋などの開閉パネルのための、モータによる駆
動装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車の開閉パネルの開閉の自動的遂行、または支援のためにモータを用いることは、
よく知られている。このモータは、開閉パネルを作動させるための伝動メカニズムを駆動
する。モータと伝動メカニズムとの間には、開閉パネルの開閉の手順を制御するための諸
要素が存在する。
【０００３】
　これらの要素には、一般に、少なくとも１つのクラッチ、および制動モジュールが含ま
れる。例えば開閉パネルが、手で、またはそれ自身の重量によって駆動されるときには、
クラッチは、制動モジュールの連結を可能にしていても、していなくても構わない。制動
モジュールは、特に、ある一定の位置（一般には終端位置でない）での開閉パネルの静止
が必要なときに作動させられる。例えばトランク蓋の場合には、制動モジュールは、開閉
パネルの落下を防止するために、開閉パネルに作用する重力に抗するように働く必要があ
る。
【０００４】
　制動装置とモータとは、相反する効果をもたらすことを考慮すると、モータが作動して
いるときに、制動モジュールを伝動メカニズムに連結させてはならない。この機能の遂行
のために、モータが作動しているときに、制動装置が脱係合するようにクラッチを制御す
るために、電気機械アクチュエータを用いることは公知である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、このような電気機械アクチュエータは比較的高価であり、また、電子装
置に固有の故障を生じがちである。さらに、自動車のバッテリが過放電状態にある場合に
は、このような電気機械アクチュエータは作動しなくなり、制動モジュールは、連結され
ている状態、または連結されていない状態に放置される危険性が生じる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　これらの欠点を克服するために、本発明は、自動車の開閉パネルのための、次のものを
備えている、モータによる駆動装置を提供するものである。
　－　モータユニットと、
　－　モータユニットによって作動させられる伝動素子と、
　－　伝動素子に対する制動モジュール。
　制動モジュールは、制動モジュールに接続されている制動シャフトと摩擦接触している
螺旋ばねと、互いの間に設けられた機能的遊びを介して相互に係合している２つの連結素
子とを有し、伝動素子とモータユニットとの間に位置しているクラッチモジュールを介し
て、伝動素子に接続されており、２つの連結素子のうちのどちらが推進を行っており、ど
ちらが推進されているかに依存する、２つの連結素子の間の相対的な位置の変化によって
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、制動モジュールが係合位置と非係合位置との間を移行するように、螺旋ばねの端部が作
用を受ける。
【０００７】
　したがって、制動モジュールを、伝動装置に選択的に連結することができる、完全に機
械的な、自動車の開閉パネルのための、モータによる駆動装置が得られる。したがって、
いかなる電力の供給も電気的制御も必要ない。また、制御電子部品に伴う費用も欠点も生
じることはない。
【０００８】
　自動車の開閉パネルのための、モータによるこの駆動装置は、さらに、次の特性の１つ
以上を、単独で、または組み合わせて有する場合がある。
【０００９】
　２つの連結素子は、相互に噛み合って係合している。
【００１０】
　２つの連結素子のうちの一方は、軸方向スロットを有しており、他方は、形状が軸方向
スロットに相補的であり、かつ機能的遊びが得られるように、横方向の寸法がより小さい
爪を有し、螺旋ばねの２つの端部は、軸方向スロット内で、爪の一方および他方の側部に
１つずつ配置されている。
【００１１】
　螺旋ばねは、制動シャフトを囲んでいる。
【００１２】
　螺旋ばねは、制動シャフトの内部に配置されている。
【００１３】
　制動シャフトは、摩擦材料を被覆されている。
【００１４】
　摩擦材料は、炭素、石灰華、またはモリブデンである。
【００１５】
　伝動素子は、ウォームねじを有している。
【００１６】
　クラッチモジュールは、モータユニットの出力シャフトに接続された動力伝達継ぎ手を
有している。
【００１７】
　動力伝達継ぎ手には、オルダム継ぎ手が含まれる。
【００１８】
　動力伝達継ぎ手には、自在継ぎ手が含まれる。
【００１９】
　制動モジュールは、制動シャフトに接続されている磁石、およびこの磁石の周囲に配置
されている、磁気ヒステリシス特性を有する磁性材料を備えている。
【００２０】
　制動モジュールは、摩擦を利用した制動手段を有している。
【００２１】
　添付図面を参照して、以下の説明を読むことによって、本発明の他の特徴および利点が
明らかになると思う。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明による駆動装置の一実施形態の斜視概要図である。
【図２】図１の駆動装置の縦断面概要図である。
【図３】モータユニットからトルクが伝達される場合の、図２のＩＩＩ－ＩＩＩ線におけ
る、図１の駆動装置の螺旋ばねの周辺の横断面図である。
【図４】伝動素子からトルクが伝達される場合の、図２のＩＩＩ－ＩＩＩ線における、図
１の駆動装置の螺旋ばねの周辺の横断面図である。
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【図５】本発明による駆動装置の一代替実施形態の縦断面概要図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　全ての図面を通じて、同一の要素には、同一の符号を付してある。
【００２４】
　本発明は、自動車の開閉パネルのための、モータによる駆動装置１を提供することを目
的としている。このような駆動装置１は、自動車の開閉パネル、すなわちドア、トランク
蓋、およびエンジンボンネットの領域に搭載されている。
【００２５】
　このような駆動装置１が、図１に示されている。駆動装置１は、その一部分として、例
えば車内の給電系統から電力を供給され、車載電子回路によって制御されるモータユニッ
ト３を備えている。
【００２６】
　駆動装置１は、モータユニット３によって作動させられて回転する伝動素子５を備えて
いる。この回転は、その回転の向きに応じて、開閉パネル（図示せず）の閉動作または開
動作に対応している。
【００２７】
　駆動装置１は、さらに、特に、開閉パネルが開位置と閉位置との間の中間位置にあると
き、およびモータユニット３に電力が供給されていないときに、伝動素子５に制動を与え
るための制動モジュール７を備えている。
【００２８】
　モータユニット３と伝動素子５との間には、モータユニット３、伝動素子５、および制
動モジュール７に接続されているクラッチモジュール９が配置されている。
【００２９】
　モータユニット３は、具体的には、モータ１１および出力シャフト１３を有している。
一実施形態（図示せず）によれば、モータユニット３は、さらに、モータ１１から出力シ
ャフト１３に伝達されるトルクを、駆動装置１に要求されるトルクの大きさに応じて調整
するためのいくつかの出力調整要素を、モータ１１と出力シャフト１３との間に有してい
る場合がある。このような出力調整要素には、例えば１つ以上の、遊星歯車装置を用いた
減速装置が含まれる場合がある。モータ１１に電流が供給されると、モータ１１は、出力
シャフト１３にトルクを伝達する。
【００３０】
　伝動素子５は、軸受１７によって支持されているウォームねじ１５を有している。ウォ
ームねじ１５は、中心部をくりぬかれており、それによって、実質的に管状の形状を呈し
ている。
【００３１】
　制動モジュール７は、磁気ヒステリシス特性を有する磁性材料２１の内側に配置されて
おり、かつ制動シャフト２３に接続されている磁石１９を有している。制動シャフト２３
は、伝動素子５を貫通している（特に図２を参照）。したがって、制動シャフト２３が回
転すると、磁石１９も、磁気ヒステリシス特性を有する磁性材料２１の内側で回転する。
それによって、制動シャフト２３の回転の向きと反対の向きに作用する制動トルクが発生
する。
【００３２】
　制動モジュール７の一代替実施形態（図示せず）において、摩擦を利用した制動手段、
例えば制動板とそれに組み合わされる摩擦ブロックとが用いられる。
【００３３】
　クラッチモジュール９は、連結スリーブ２５、２７の形態の２つの連結素子を有してい
る。これらの連結スリーブのうちの一方の連結スリーブ２５は、伝動素子５に、伝動素子
５と一緒に回転可能に固定されており、他方の連結スリーブ２７は、オルダム継ぎ手から
成る動力伝達継ぎ手２９を介して、モータユニット１３の出力シャフト１３に、出力シャ
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フト１３と一緒に回転可能に固定されている。一実施形態によれば、動力伝達継ぎ手２９
は、さらに、または代替的に、モータユニット３から、モータユニット３に接続されてい
る連結スリーブ２７へのトルクの伝達を可能にするための自在継ぎ手を有している。
【００３４】
　２つの連結スリーブ２５、２７は、互いに噛み合って係合している。
【００３５】
　伝動素子５に接続されている連結スリーブ２５には、矩形形状の軸方向スロット３１が
設けられている。幅がより狭く、相補的な矩形形状を有する、連結スリーブ２７の爪３３
が、この軸方向スロット３１と係合している。したがって、２つの連結スリーブ２５と２
７との間には、回転方向に機能的遊びが存在する。
【００３６】
　クラッチモジュール９は、さらに、螺旋ばね３５（図２を参照）を有している。図１に
おいては、螺旋ばね３５の２つの端突出部３７、３９しか示されていない。これらの端突
出部３７、３９は、軸方向スロット３１内で爪３３の各側部に１つずつ配置されている。
【００３７】
　図２は、駆動装置１の縦断面図である。
【００３８】
　図２から理解しうるように、制動シャフト２３は、動力伝達継ぎ手２９まで、伝動素子
５および２つの連結スリーブ２５、２７を貫通している。制動シャフト２３は、伝動素子
５、第１の連結スリーブ２５、および第２の連結スリーブ２７にそれぞれ配置されている
３つの軸受４１、４３、４５によって支持されている。
【００３９】
　螺旋ばね３５は、制動シャフト２３を囲んでおり、その２つの端突出部３７、３９に何
らの作用も及ぼされていないときには、制動シャフト２３に摩擦接触している。
【００４０】
　端突出部３７、３９は、幅広位置と幅狭位置との間を移行することができる。第１の位
置（幅広位置）においては、端突出部３７と３９との間の幅が広いために、螺旋ばね３５
の少なくともいくつかのターンの直径が増加する。これは、制動シャフト２３の脱係合状
態に相当する。第２の位置（幅狭位置）においては、端突出部３７と３９との間の幅が狭
いために、制動シャフト２３に対するばねの摩擦が強められる。これは、制動シャフト２
３の係合状態に相当する。
【００４１】
　図３および図４は、図２のＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿った、駆動装置１の螺旋ばね３５の近
傍の横断面図である。螺旋ばね３５は、制動シャフト２３を囲んでおり、その２つの端突
出部３７、３９は、第１の連結スリーブ２５の軸方向スロット３１の内側端と、第２の連
結スリーブ２７の爪３３との間に配置されていることが示されている。
【００４２】
　図３においては、モータユニット３に接続されている連結スリーブ２７が推進を行って
おり、伝動素子５に接続されている連結スリーブ２５が推進されている。これは、開閉パ
ネルの自動的な開閉のために、モータ１１に電流が供給されて、伝動素子５が作動してい
るときの状態である。
【００４３】
　爪３３がモータ１１によって駆動されて、矢印４７で示すように、螺旋ばね３５の端突
出部３９に、端突出部３７と３９との間の幅を広げる働きをする推進力が伝達される。し
たがって、螺旋ばね３５の各ターンは制動シャフト２３を解放し、制動シャフト２３は脱
係合する。
【００４４】
　図４においては、伝動素子５に接続されている連結スリーブ２５が推進を行っており、
モータユニット３に接続されている連結スリーブ２７が推進されている。これは、モータ
１１に電流が供給されておらず、伝動素子５が、例えば開閉パネルの重量の作用下で、開
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閉パネルによって作動させられているときの状態である。
【００４５】
　軸方向スロット３１を有する連結スリーブ２５が開閉パネルによって駆動されて、矢印
４９で示すように、螺旋ばね３５の端突出部３７に、端突出部３７と３９との間の幅を狭
める働きをする推進力が伝達される。したがって、螺旋ばね３５の各ターンは制動シャフ
ト２３のまわりに収縮し、制動シャフト２３は係合する。
【００４６】
　別の構成を有する一代替実施形態が、図５に、縦断面概要図として示されている。この
構成においては、制動モジュール７は、クラッチモジュール９を囲んでいる。
【００４７】
　連結スリーブ２５と２７とは、中心部で互いに係合しており、螺旋ばね３５は、連結ス
リーブ２５、２７のまわりに巻き付けられており、螺旋ばね３５の端突出部３７、３９は
、連結スリーブ２５、２７と作用し合うように、内側に向いている。
【００４８】
　制動シャフト２３は、これらの全ての要素、すなわち連結スリーブ２５、２７および螺
旋ばね３５を囲む管状の形状に作られている。磁石１９も、制動シャフト２３の周囲に配
置されている管状をなしており、制動シャフト２３に、制動シャフト２３と一緒に回転す
るように固定されている。磁気ヒステリシス特性を有する磁性材料２１は、それ自体も実
質的に管状の形状を呈して、全体を囲んでいる。
【００４９】
　この構成においては、螺旋ばね３５の端突出部３７と３９との間の幅が広いときに、制
動シャフト１３は係合している。逆に、端突出部３７と３９との間の幅が狭いときに、制
動シャフト１３は脱係合している。
【００５０】
　この構造は、軸方向に、よりコンパクトであるという長所を有しており、一方、図１～
図４の構造は、半径方向に、よりコンパクトなモジュールを得ることができるという長所
を有している。
【００５１】
　制動シャフト１３に対する、螺旋ばね３５の摩擦を制御するために、制動シャフトの、
少なくとも螺旋ばねを囲んでいる部分上に、摩擦材料を被覆することができる。
【００５２】
　この摩擦材料は、さらに、使用中の制動シャフト１３の摩耗を遅らせるという働きをす
る。この摩擦材料として、特に炭素、石灰華、またはモリブデンを用いることができる。
【００５３】
　上述より明らかなように、本発明により、伝動素子５が、モータユニット３によって作
動させられているか否かに応じて、制動モジュール７を、伝動素子５に選択的に係合させ
ることができる、完全に機械的で、かつコンパクトな構造を有するモジュールを用いた、
自動車の開閉パネルのための、モータによる駆動装置１を得ることができる。
【００５４】
　そのため、本発明によると、制御用や駆動用の電子部品の使用を回避することができる
。それらの電子部品は費用を要し、また故障源となる可能性がある。
【符号の説明】
【００５５】
１　駆動装置
３　モータユニット
５　伝動素子
７　制動モジュール
９　クラッチモジュール
１１　モータ
１３　出力シャフト
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１５　ウォームねじ
１７、４１、４３、４５　軸受
１９　磁石
２１　磁気ヒステリシス特性を有する磁性材料
２３　制動シャフト
２５、２７　連結スリーブ
２９　動力伝達継ぎ手
３１　軸方向スロット
３３　爪
３５　螺旋ばね
３７、３９　端突出部
４７、４９　矢印

【図１】 【図２】
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【図５】



(10) JP 2013-534396 A 2013.9.2

10

20

30

40

【国際調査報告】



(11) JP 2013-534396 A 2013.9.2

10

20

30

40



(12) JP 2013-534396 A 2013.9.2

10

20

30

40



(13) JP 2013-534396 A 2013.9.2

10

20

30

40



(14) JP 2013-534396 A 2013.9.2

10

20

30

40



(15) JP 2013-534396 A 2013.9.2

10

20

30

40



(16) JP 2013-534396 A 2013.9.2

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,T
M),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,R
S,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,
BG,BH,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,I
D,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO
,NZ,OM,PE,PG,PH,PL,PT,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,
ZA,ZM,ZW

Ｆターム(参考) 5H607 BB01  BB14  CC03  DD03  EE03  EE08  EE11 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

