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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　共通回転軸のまわりに互いに対して回転するように支持された第１および第２の連結部
材を含むオーバーラン連結器および制御アセンブリであって、前記第１の連結部材は、軸
方向で、前記回転軸に沿った第１の方向に向けられた連結用の第１の面を有し、前記第２
の連結部材は、前記第１の面と対向し、軸方向で、前記回転軸に沿った第２の方向に向け
られた連結用の第２の面を有し、前記第２の連結部材は、前記第２の面から離間し、軸方
向で、前記第１の方向に向けられた第３の面を有し、前記第２の面は、前記回転軸のまわ
りに離間したポケットセットを有し、前記セットの各ポケットはストラットを収容し、前
記第１の面は、前記第１および第２の連結部材が、前記軸を中心として少なくとも一方向
に互いに対して相対的に回転するのを防止するために、前記ストラットが前記ポケットセ
ットから外に突出したときに前記ストラットと係合するロック構成物セットを有し、前記
第３の面は、前記回転軸のまわりに離間し、それぞれのポケットとつながる通路セットを
有し、
　前記アセンブリは、
　支持部材と、
　電子機械アクチュエータサブアセンブリと、
をさらに含み、電子機械アクチュエータサブアセンブリは、
　励磁された場合に磁束を発生させる電磁誘導コイルであって、前記支持部材および前記
第２の連結部材の一方は、前記サブアセンブリのアーマチュア部材であり、前記アーマチ
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ュア部材は、前記アセンブリの第１のモードに対応する第１の位置と、前記アセンブリの
第２のモードに対応する第２の位置との間で、前記第１の連結部材に対する前記回転軸に
沿ったシフト動作を制御するために取り付けられる、電磁誘導コイルと、
　前記支持部材によって支持されたアクチュエータセットであって、前記通路セットの各
通路は、前記アーマチュア部材の前記位置の一方で、前記第１および第２の連結部材を連
結して、前記回転軸を中心として少なくとも一方向に互いに回転させるために、そのそれ
ぞれのストラットが移動して前記ロック構成物と接触するように、そのそれぞれのポケッ
ト内のそのそれぞれのストラットを駆動するアクチュエータを受け入れる、アクチュエー
タセットと、
　前記回転軸に沿って前記アーマチュア部材に付勢力を加え、前記第２の連結部材と前記
支持部材との間に配置される少なくとも１つの付勢部材であって、前記コイルが励磁され
た場合に、前記アーマチュア部材に制御力が加えられて、前記付勢力に抗して、前記アー
マチュア部材を前記回転軸に沿ってその第１の位置からその第２の位置に移動させ、前記
制御力がない場合、前記アーマチュア部材を前記回転軸に沿って前記第２の位置からもと
の前記第１の位置に移動させる少なくとも１つの付勢部材と、
を含むことを特徴とするアセンブリ。
【請求項２】
　請求項１に記載のアセンブリにおいて、各前記ストラットは、旋回してそのそれぞれの
ポケットの外に移動可能な端部を有することを特徴とするアセンブリ。
【請求項３】
　請求項２に記載のアセンブリにおいて、それぞれのストラットを付勢して、ストラット
のそれぞれの端部がそれらのそれぞれのポケットから出て前記ロック構成物に向かう旋回
動作を阻止する付勢部材セットをさらに含み、前記アクチュエータセットは、前記第１お
よび第２の連結部材を連結して前記回転軸を中心として少なくとも一方向に互いに回転さ
せるために、それらのそれぞれのストラットの前記端部を前記付勢部材セットの付勢力に
抗して旋回させてロック構成物に接触させることを特徴とするアセンブリ。
【請求項４】
　請求項１に記載の連結器アセンブリにおいて、前記支持部材は前記アーマチュア部材で
あり、前記少なくとも１つの付勢部材は、前記支持部材をその第１の位置に向かって付勢
することを特徴とする連結器アセンブリ。
【請求項５】
　請求項１に記載のアセンブリにおいて、前記第１の位置はオーバーラン位置であり、前
記第１のモードはオーバーランモードであり、前記第２の位置はロック位置であり、前記
第２のモードはロックモードであることを特徴とするアセンブリ。
【請求項６】
　請求項１に記載のアセンブリにおいて、前記第１の位置はロック位置であり、前記第１
のモードはロックモードであり、前記第２の位置はオーバーラン位置であり、前記第２の
モードはオーバーランモードであることを特徴とするアセンブリ。
【請求項７】
　請求項１に記載のアセンブリにおいて、前記アクチュエータセットはスプリングを含む
ことを特徴とするアセンブリ。
【請求項８】
　請求項１に記載のアセンブリにおいて、前記第１、第２、および第３の面は環状であり
、前記回転軸に対して半径方向に延びることを特徴とするアセンブリ。
【請求項９】
　請求項１に記載のアセンブリにおいて、前記サブアセンブリは、コイルが収容される空
洞を有する静止したハウジングを含み、前記ハウジングは、前記制御力が加えられた場合
に、前記アーマチュア部材が前記回転軸に沿って移動する開口を有することを特徴とする
アセンブリ。
【請求項１０】



(3) JP 5794647 B2 2015.10.14

10

20

30

40

50

　請求項９に記載のアセンブリにおいて、前記アーマチュア部材は、前記開口から前記空
洞内に移動することを特徴とするアセンブリ。
【請求項１１】
　請求項９に記載のアセンブリにおいて、前記アーマチュア部材は、前記開口を横切って
移動することを特徴とするアセンブリ。
【請求項１２】
　請求項９に記載のアセンブリにおいて、前記支持部材は前記アーマチュア部材であり、
前記サブアセンブリは、前記支持部材を回転可能に支持するベアリングをさらに含むこと
を特徴とするアセンブリ。
【請求項１３】
　請求項１に記載のアセンブリにおいて、前記第２の連結部材は前記アーマチュア部材で
あり、前記少なくとも１つの付勢部材は、前記第２の連結部材をその第１の位置に向かっ
て付勢することを特徴とするアセンブリ。
【請求項１４】
　請求項１に記載のアセンブリにおいて、前記支持部材はアーマチュア部材であり、前記
少なくとも１つの付勢部材は、前記支持部材をその第１の位置に向かって付勢することを
特徴とするアセンブリ。
【請求項１５】
　共通回転軸のまわりに互いに対して回転するように支持された第１および第２のクラッ
チ部材を含むオーバーランクラッチおよび制御アセンブリであって、前記第１のクラッチ
部材は、軸方向で、前記回転軸に沿った第１の方向に向けられた連結用の第１の面を有し
、前記第２のクラッチ部材は、前記第１の面と対向し、軸方向で、前記回転軸に沿った第
２の方向に向けられた連結用の第２の面を有し、前記第２のクラッチ部材は、前記第２の
面から離間し、軸方向で、前記第１の方向に向けられた第３の面を有し、前記第２の面は
、前記回転軸のまわりに離間したポケットセットを有し、前記セットの各ポケットはスト
ラットを収容し、前記第１の面は、前記第１および第２のクラッチ部材が、前記軸を中心
として少なくとも一方向に互いに対して相対的に回転するのを防止するために、前記スト
ラットが前記ポケットセットから外に突出したときに前記ストラットと係合するロック構
成物セットを有し、前記第３の面は、前記回転軸のまわりに離間し、それぞれのポケット
とつながる通路セットを有し、
　前記アセンブリは、
　支持部材と、
　電子機械アクチュエータサブアセンブリと、
をさらに含み、電子機械アクチュエータサブアセンブリは、
　励磁された場合に磁束を発生させる電磁誘導コイルであって、前記支持部材および前記
第２のクラッチ部材の一方は前記サブアセンブリのアーマチュア部材であり、前記アーマ
チュア部材は、第１のモードに対応する第１の位置と、第２のモードに対応する第２の位
置との間で、前記第１のクラッチ部材に対する前記回転軸に沿ったシフト動作を制御する
ために取り付けられる、電磁誘導コイルと、
　前記支持部材によって支持されたアクチュエータセットであって、前記通路セットの各
通路は、前記アーマチュア部材の前記位置の一方で、前記第１および第２のクラッチ部材
を連結して、前記回転軸を中心として少なくとも一方向に互いに回転させるために、その
それぞれのストラットが移動して前記ロック構成物と接触するように、そのそれぞれのポ
ケット内のそのそれぞれのストラットを駆動するアクチュエータを受け入れる、アクチュ
エータセットと、
　前記回転軸に沿って前記アーマチュア部材に付勢力を加え、前記第２のクラッチ部材と
前記支持部材との間に配置される少なくとも１つの付勢部材であって、前記コイルが励磁
された場合に、前記アーマチュア部材に制御力が加えられて、前記付勢力に抗して、前記
アーマチュア部材を前記回転軸に沿ってその第１の位置からその第２の位置に移動させ、
前記制御力がない場合、前記アーマチュア部材を前記回転軸に沿って前記第２の位置から
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もとの前記第１の位置に移動させる少なくとも１つの付勢部材と、
を含むことを特徴とするアセンブリ。
【請求項１６】
　請求項１５に記載のアセンブリにおいて、各前記ストラットは、旋回してそのそれぞれ
のポケットの外に移動可能な端部を有することを特徴とするアセンブリ。
【請求項１７】
　請求項１６に記載のアセンブリにおいて、それぞれのストラットを付勢して、ストラッ
トのそれぞれの端部がそれぞれのポケットから出て前記ロック構成物に向かう旋回動作を
阻止する付勢部材セットをさらに含み、前記アクチュエータセットは、前記第１および第
２のクラッチ部材を連結して前記回転軸を中心として少なくとも一方向に互いに回転させ
るために、それらのそれぞれのストラットの前記端部を前記付勢部材セットの付勢力に抗
して旋回させてロック構成物に接触させることを特徴とするアセンブリ。
【請求項１８】
　請求項１５に記載の連結器アセンブリにおいて、前記支持部材は前記アーマチュア部材
であり、前記少なくとも１つの付勢部材は、前記支持部材をその第１の位置に向かって付
勢することを特徴とする連結器アセンブリ。
【請求項１９】
　請求項１５に記載のアセンブリにおいて、前記第１の位置はオーバーラン位置であり、
前記第１のモードはオーバーランモードであり、前記第２の位置はロック位置であり、前
記第２のモードはロックモードであることを特徴とするアセンブリ。
【請求項２０】
　請求項１５に記載のアセンブリにおいて、前記第１の位置はロック位置であり、前記第
１のモードはロックモードであり、前記第２の位置はオーバーラン位置であり、前記第２
のモードはオーバーランモードであることを特徴とするアセンブリ。
【請求項２１】
　請求項１５に記載のアセンブリにおいて、前記アクチュエータセットはスプリングを含
むことを特徴とするアセンブリ。
【請求項２２】
　請求項１５に記載のアセンブリにおいて、前記第１、第２、および第３の面は環状であ
り、前記回転軸に対して半径方向に延びることを特徴とするアセンブリ。
【請求項２３】
　請求項１５に記載のアセンブリにおいて、前記サブアセンブリは、コイルが収容される
空洞を有する静止したハウジングを含み、前記ハウジングは、前記制御力が加えられた場
合に、前記アーマチュア部材が前記回転軸に沿って移動する開口を有することを特徴とす
るアセンブリ。
【請求項２４】
　請求項２３に記載のアセンブリにおいて、前記アーマチュア部材は、前記開口から前記
空洞内に移動することを特徴とするアセンブリ。
【請求項２５】
　請求項２３に記載のアセンブリにおいて、前記アーマチュア部材は、前記開口を横切っ
て移動することを特徴とするアセンブリ。
【請求項２６】
　請求項２３に記載のアセンブリにおいて、前記支持部材は前記アーマチュア部材であり
、前記サブアセンブリは、前記支持部材を回転可能に支持するベアリングをさらに含むこ
とを特徴とするアセンブリ。
【請求項２７】
　請求項１５に記載のアセンブリにおいて、前記第２のクラッチ部材は前記アーマチュア
部材であり、前記少なくとも１つの付勢部材は、前記第２のクラッチ部材をその第１の位
置に向かって付勢することを特徴とするアセンブリ。
【請求項２８】
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　請求項１５に記載のアセンブリにおいて、前記支持部材はアーマチュア部材であり、前
記少なくとも１つの付勢部材は、前記支持部材をその第１の位置に向かって付勢すること
を特徴とするアセンブリ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、「電磁一方向クラッチ（ＯＷＣ）または連結器アセンブリ（ＥＬＥＣＴＲＯ
ＭＡＧＮＥＴＩＣ　ＯＮＥ－ＷＡＹ　ＣＬＵＴＣＨ　（ＯＷＣ）　ＯＲ　ＣＯＵＰＬＩＮ
Ｇ　ＡＳＳＥＭＢＬＹ）」と題して２０１０年３月２６日に出願された米国仮特許出願第
６１／３１７，７８７号の利益を主張し、「電子機械アクチュエータサブアセンブリを含
むオーバーラン連結器および制御アセンブリ（ＯＶＥＲＲＵＮＮＩＮＧ　ＣＯＵＰＬＩＮ
Ｇ　ＡＮＤ　ＣＯＮＴＲＯＬ　ＡＳＳＥＭＢＬＹ　ＩＮＣＬＵＤＩＮＧ　ＡＮ　ＥＬＥＣ
ＴＲＯＭＥＣＨＡＮＩＣＡＬ　ＡＣＴＵＡＴＯＲ　ＳＵＢＡＳＳＥＭＢＬＹ）」と題して
２０１１年３月１７日に出願された米国特許出願第１３／０５０，３７７号に対する優先
権を主張するものである。
【０００２】
　本発明は、概略的には、制御可能な、または選択可能なオーバーランクラッチまたは連
結器アセンブリに関し、特に、車両のオートマチックトランスミッションで使用する電子
機械アクチュエータサブアセンブリを含むオーバーラン連結器および制御アセンブリに関
する。
【背景技術】
【０００３】
　典型的な一方向クラッチ（すなわち、ＯＷＣ）は、第１の部材、第２の部材、および２
つの部材の対向する面間の１つまたは複数のロック装置で構成される。一方向クラッチは
、一方向にロックし、反対の方向に自由に回転するのを可能にするように設計される。車
両のオートマチックトランスミッションでよく使用される一方向クラッチの２つのタイプ
として、
　一方向クラッチのインナーレースとアウターレースとの間にスプリング装架ローラを含
むローラタイプ（ローラタイプは、一部の用途ではスプリングなしでも使用される）と、
　一方向クラッチのインナーレースとアウターレースとの間に配置された非対称形状の楔
を含むスプラグタイプと、
がある。
【０００４】
　一方向クラッチは、特定のギヤシフト時の駆動トルク（すなわち、動力の流れ）の中断
を防止し、惰走時にエンジンブレーキを可能にするために、通常トランスミッションで使
用される。
【０００５】
　米国特許第５，９２７，４５５号明細書は、双方向オーバーラン歯止めタイプのクラッ
チを開示している。米国特許第６，２４４，９６５号明細書は、トルクを伝達する平面オ
ーバーラン連結器を開示している。米国特許第６，２９０，０４４号明細書は、オートマ
チックトランスミッションで使用する、選択可能な一方向クラッチアセンブリを開示して
いる。米国特許第７，２５８，２１４号明細書は、オーバーラン連結器アセンブリを開示
している。米国特許第７，３４４，０１０号明細書は、オーバーラン連結器アセンブリを
開示している。米国特許第７，４８４，６０５号明細書は、オーバーランラジアル連結器
アセンブリまたはクラッチを開示している。
【０００６】
　他の関連する米国特許出願公開には、米国特許出願公開第２０１０／０２５２３８４号
明細書、同第２０１０／０２３０２２６号明細書、同第２０１０／０２００３５８号明細
書、同第２００９／０２１１８６３号明細書、同第２００９／０１５９３９１号明細書、
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同第２００９／００９８９７０号明細書、同第２００８／０２２３６８１号明細書、同第
２００８／０１１０７１５号明細書、同第２００８／０１６９１６６号明細書、同第２０
０８／０１８５２５３号明細書、同第２００７／０２７８０６１号明細書、同第２００７
／００５６８２５号明細書、同第２００６／０１８５９５７号明細書があり、以下の米国
特許、すなわち、米国特許７，４９１，１５１号明細書、同第７，４６４，８０１号明細
書、同第７，３４９，０１０号明細書、同第７，２７５，６２８号明細書、同第７，２５
６，５１０号明細書、同第７，２２３，１９８号明細書、同第７，１９８，５８７号明細
書、同第７，０９３，５１２号明細書、同第６，９５３，４０９号明細書、同第６，８１
４，２０１号明細書、同第６，５０３，１６７号明細書、同第６，１９３，０３８号明細
書、同第４，０５０，５６０号明細書、同第５，６３８，９２９号明細書、同第５，３６
２，２９３号明細書、同第５，６７８，６６８号明細書、および同第５，９１８，７１５
号明細書がある。
【０００７】
　車両用空調装置のコンプレッサクラッチが、米国特許第３，０８２，９３３号明細書、
および同第３，２０５，９８９号明細書に開示されている。
【０００８】
　本出願において、「連結器」という用語は、プレートの一方がトランスミッションのト
ルク送達要素に駆動可能に連結され、他方のプレートが、別のトルク送達要素に駆動可能
に連結されるか、またはトランスミッションハウジングに対して固定されて、静止した状
態に保持されるクラッチまたはブレーキを含むと解釈すべきである。「連結器」「クラッ
チ」および「ブレーキ」という用語は、置き換え可能に使用することができる。
【０００９】
　上記の先行技術があるにもかかわらず、制御可能な一方向クラッチまたは連結器アセン
ブリの制御または操作を簡略化する必要がまだある。
【００１０】
　添付の図面と併用し、先行技術を考慮した場合に、以下の詳細な説明および特許請求の
範囲から、本発明の少なくとも１つの実施形態の目的、特徴、および技術的利点が、当業
者に容易に明らかになるであろう。
【発明の概要】
【００１１】
　オーバーラン連結器および制御アセンブリが提供される。アセンブリは、共通の回転軸
のまわりに互いに対して回転するように支持された第１および第２の連結部材を含む。第
１の連結部材は、軸方向で、回転軸に沿った第１の方向に向けられた連結用の第１の面を
有する。第２の連結部材は、第１の面と対向し、軸方向で、回転軸に沿った第２の方向に
向けられた連結用の第２の面を有する。第２の連結部材は、第２の面から離間し、軸方向
で、第１の方向に向けられた第３の面を有する。第２の面は、回転軸のまわりに離間した
ポケットセットを有する。セットの各ポケットはストラットを収容する。第１の面は、第
１および第２の連結部材が、軸を中心として少なくとも一方向に互いに対して相対的に回
転するのを防止するために、ストラットがポケットセットから外に突出したときにストラ
ットと係合するロック構成物セットを有する。第３の面は、回転軸のまわりに離間し、そ
れぞれのポケットとつながる通路セットを有する。アセンブリはまた、支持部材および電
子機械アクチュエータサブアセンブリを含む。サブアセンブリは、励磁された場合に磁束
を発生させる電磁誘導コイルを含む。支持部材および第２の連結部材の一方は、サブアセ
ンブリのアーマチュア部材である。アーマチュア部材は、アセンブリの第１のモードに対
応する第１の位置と、アセンブリの第２のモードに対応する第２の位置との間で、第１の
連結部材に対する回転軸に沿ったシフト動作を制御するために取り付けられる。サブアセ
ンブリはまた、支持部材に支持されたアクチュエータセットを含む。通路セットの各通路
は、アーマチュア部材の位置の一方で、第１および第２の連結部材を連結して、回転軸を
中心として少なくとも一方向に互いに回転させるために、そのそれぞれのストラットが移
動してロック構成物と接触するように、そのそれぞれのポケット内のそのそれぞれのスト



(7) JP 5794647 B2 2015.10.14

10

20

30

40

50

ラットを駆動するアクチュエータを受け入れる。サブアセンブリは、回転軸に沿ってアー
マチュア部材に付勢力を加える少なくとも１つの付勢部材をさらに含む。コイルが励磁さ
れた場合に、アーマチュア部材に制御力が加えられて、少なくとも１つの付勢部材の付勢
力に抗して、アーマチュア部材を回転軸に沿ってその第１の位置からその第２の位置に移
動させる。制御力がない場合、少なくとも１つの付勢部材は、アーマチュア部材を回転軸
に沿って第２の位置からもとの第１の位置に移動させる。
【００１２】
　各ストラットは、旋回してそのそれぞれのポケットの外に移動可能な端部を有すること
ができる。
【００１３】
　アセンブリは、それぞれのストラットを付勢して、ストラットのそれぞれの端部がスト
ラットのそれぞれのポケットから出てロック構成物に向かう旋回動作を阻止する付勢部材
セットをさらに含むことができる。アクチュエータセットは、第１および第２の連結部材
を連結して回転軸を中心として少なくとも一方向に互いに回転させるために、それらのそ
れぞれのストラットの端部を付勢部材セットの付勢力に抗して旋回させてロック構成物に
接触させる。付勢部材セットは、連結部材が回転軸を中心として少なくとも一方向に相対
的に回転するのを可能にするために、各それぞれのストラットの端部を移動させてそれら
のそれぞれのポケットに戻すように構成することができる。
【００１４】
　支持部材はアーマチュア部材とすることができ、少なくとも１つの付勢部材は、第２の
連結部材と支持部材との間に配置されて、支持部材をその第１の位置に向かって付勢する
ことができる。
【００１５】
　第１の位置はオーバーラン位置とすることができ、第１のモードはオーバーランモード
とすることができ、第２の位置はロック位置とすることができ、第２のモードはロックモ
ードとすることができる。
【００１６】
　第１の位置はロック位置とすることができ、第１のモードはロックモードとすることが
でき、第２の位置はオーバーラン位置とすることができ、第２のモードはオーバーランモ
ードとすることができる。
【００１７】
　ストラットは、少なくとも１つのフォワードストラット（ｆｏｒｗａｒｄ　ｓｔｒｕｔ
）を含むことができる。
【００１８】
　アクチュエータセットは、スプリングアクチュエータを含むことができる。
【００１９】
　第１、第２、および第３の面は略環状であり、回転軸に対して概ね半径方向に延びるこ
とができる。
【００２０】
　サブアセンブリは、コイルが収容される空洞を有する静止したハウジングを含むことが
できる。ハウジングは、制御力が加えられた場合に、アーマチュア部材が回転軸に沿って
移動する開口を有することができる。
【００２１】
　アーマチュア部材は、開口から空洞内に移動してよいし、または開口を横切ってもよい
。
【００２２】
　支持部材は、アーマチュア部材とすることができ、サブアセンブリは、支持部材を回転
可能に支持するベアリングをさらに含むことができる。
【００２３】
　第２の連結部材はアーマチュア部材とすることができ、少なくとも１つの付勢部材は、
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第２の連結部材と支持部材との間に配置されて、第２の連結部材をその第１の位置に向か
って付勢することができる。
【００２４】
　一実施形態では、オーバーランクラッチおよび制御アセンブリが提供される。アセンブ
リは、共通の回転軸のまわりに互いに対して回転するように支持された第１および第２の
クラッチ部材を含む。第１のクラッチ部材は、軸方向で、回転軸に沿った第１の方向に向
けられた連結用の第１の面を有し、第２のクラッチ部材は、第１の面と対向し、軸方向で
、回転軸に沿った第２の方向に向けられた連結用の第２の面を有する。第２のクラッチ部
材は、第２の面から離間し、軸方向で、第１の方向に向けられた第３の面を有する。第２
の面は、回転軸のまわりに離間したポケットセットを有する。セットの各ポケットはスト
ラットを収容する。第１の面は、第１および第２のクラッチ部材が、軸を中心として少な
くとも一方向に互いに対して相対的に回転するのを防止するために、ストラットがポケッ
トセットから外に突出したときにストラットと係合するロック構成物セットを有する。第
３の面は、回転軸のまわりに離間し、それぞれのポケットとつながる通路セットを有する
。アセンブリはまた、支持部材および電子機械アクチュエータサブアセンブリを含む。サ
ブアセンブリは、励磁された場合に磁束を発生させる電磁誘導コイルを含む。支持部材お
よび第２のクラッチ部材の一方は、サブアセンブリのアーマチュア部材である。アーマチ
ュア部材は、アセンブリの第１のモードに対応する第１の位置と、アセンブリの第２のモ
ードに対応する第２の位置との間で、第１のクラッチ部材に対する回転軸に沿ったシフト
動作を制御するために取り付けられる。サブアセンブリはまた、支持部材に支持されたア
クチュエータセットを含む。通路セットの各通路は、アーマチュア部材の位置の一方で、
第１および第２のクラッチ部材を連結して、回転軸を中心として少なくとも一方向に互い
に回転させるために、そのそれぞれのストラットが移動してロック構成物と接触するよう
に、そのそれぞれのポケット内のそのそれぞれのストラットを駆動するアクチュエータを
受け入れる。サブアセンブリは、回転軸に沿ってアーマチュア部材に付勢力を加える少な
くとも１つの付勢部材をさらに含む。コイルが励磁された場合に、アーマチュア部材に制
御力が加えられて、少なくとも１つの付勢部材の付勢力に抗して、アーマチュア部材を回
転軸に沿ってその第１の位置からその第２の位置に移動させる。制御力がない場合、少な
くとも１つの付勢部材は、アーマチュア部材を回転軸に沿って第２の位置からもとの第１
の位置に移動させる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】図１は、本発明の少なくとも１つの実施形態の図である。
【図２】図２は、本発明の少なくとも１つの実施形態の図である。
【図３】図３は、本発明の少なくとも１つの実施形態の図である。
【図４】図４は、本発明の少なくとも１つの実施形態の図である。
【図５】図５は、本発明の少なくとも１つの実施形態の図である。
【図６】図６は、本発明の少なくとも１つの実施形態の図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　図１は、本発明に従って構築された、全体として１１０で示す制御可能な一方向クラッ
チまたは連結器アセンブリの一実施形態の上側半分（対称であることから簡略化のため）
の、部分的に破断され、（ここで任意のハッチングを見せるが）断面を示す概略側面図で
ある。アセンブリ１１０は、全体として１１２で示す、静止した環状ポケットプレートを
含む。プレート１１２の軸方向に延びる外側面１１４は外側スプライン１１６を有し、プ
レート１１２は、外側スプライン１１６によって、静止したトランスミッションケース１
１７のスプライン付き内側面にスプライン結合されている。
【００２７】
　プレート１１２の半径方向に延びる内側面１１８には、ストラット１２２（１つのスト
ラットだけが示されている）が通常収容および保持される、離間したポケット１２０（１
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つのポケットだけが示されている）が形成されている。ポケット１２０の開孔内に配置さ
れたコイルスプリング（図示せず）により、各ストラット１２２の一方の端部部分を外側
に付勢することができ、そのため、各ストラット１２２は、通常、そのポケット１２０内
に維持される。各ストラット１２２の反対側の端部部分は、スプリング１２４が支持され
る、全体として１３２で示す環状の付勢アーマチュアプレートが、ストラット１２２の反
対側の端部部分に向かって（図１の左に）移動するときに、スプリング１２４の一方の端
部によって制御可能に付勢される。各スプリング１２４は、それらのそれぞれのストラッ
ト１２２に作用するコイルスプリングの付勢力に打ち勝って、ポケットプレート１１２を
貫通するそのそれぞれの穴１１９内を移動する。
【００２８】
　環状付勢プレート１３２は、プレート１３２の軸方向に延びる外側面１３５に形成され
たスプライン１１３を有し、プレート１３２は、プレート１３２の回転動作を防止するが
、軸方向の移動を可能にするように、スプライン１１３によって静止ケース１１７にスプ
ライン結合されている。プレート１３２はまた、スプリング１２４の一方の端部が収容お
よび保持される、複数の離間した円形開孔１３４を有する。スプリング１２４は、プレー
ト１１２の半径方向に延びる外側面１３８を通ってプレート１１２の穴１１９内に延びて
いる。あるいは、複数のスプリング支持体をプレート１３２の内側面１４２に形成して、
スプリング１２４の端部を支持することができる。付勢プレート１３２はまた、複数の付
勢コイルスプリング１４４を開孔１４３内で支持している。スプリング１４４は、プレー
ト１３２の外側面１４５内の開孔１４３と、全体として１４８で示すコイルハウジングの
内側面１４６に形成されたスプリング支持体１４７との間に延びて、プレート１３２およ
びハウジング１４８を離れる方向に付勢する。ハウジング１４８の部分１５２の外側面１
５０もまた、スプライン１３３によってケース１１７の内側面にスプライン結合されてい
て、ハウジング１４８と、ハウジング１４８内に形成された空洞１５６内に配置されたア
ーマチュアコイルまたは電磁コイル１５４とは動かない。
【００２９】
　コイル１５４は多くのターン数を有しており、適切な樹脂内に埋め込まれ、この樹脂に
よって囲まれるのが好ましい。コイルハウジング１４８は、鋼または可鍛鉄などの常磁性
体でできている。コイル１５４が、スイッチ１６２の形態のコントローラの制御のもとで
ＤＣ電圧源１６０によって励磁されると、コイル１５４は、スプリング１４４の付勢動作
に抗して、付勢アーマチュアプレート１３２の一部をハウジング１４８に引き付ける。コ
イル１５４への配線１６４は、電圧源１６０およびスイッチ１６２から、ハウジング１４
８を貫通して形成された通路１６６を通って延びている。
【００３０】
　ストラット１２２が、（スプリング１２４の付勢動作によって）それらのポケット１２
０内で旋回すると、ストラット１２２は、全体として１７４で示す回転可能なノッチプレ
ートの半径方向に延びる面１７２に形成された、離間したロック構成物またはノッチ１７
０と係合する。ストラット１２２は、プレート１３２のプレート１１２に向かう移動時に
、ロック構成物１７０と係合する。ノッチプレート１７４は、ノッチプレート１７４の軸
方向に延びる面１７５に形成された内側スプライン１７８によって、スプラインの付いた
回転可能なハブ１７６に連結されて、プレート１１２内で回転軸のまわりにプレート１１
２に対して回転する。
【００３１】
　スナップリング１８０は、プレート１１２の軸方向に延びる内側面１６５に形成された
溝１８２内に配置されて、ノッチプレート１７４をプレート１１２に保持する。リング１
８０はプレート１７４、１１２を共に保持し、プレート１７４の軸方向の（図１では左へ
の）移動を妨げる。
【００３２】
　ストラット１２２は、回転軸のまわりの相対回転動作の一方向において、ノッチプレー
ト１７４をポケットプレート１１２にロックするが、回転軸のまわりの反対方向において
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、自由な回転を可能にする。本発明の他の実施形態と同様に、他の動作設定も可能であり
、コイル１５４の励磁状態によっては、クラッチのロックは、両方向で行うことができ、
かつ／または自由回転は、両方向で行うことができる。
【００３３】
　ストラット１２２は、スプリング１２４の付勢動作下で、コイル１５４が励磁されない
場合にノッチプレート１７４をロックする。ストラット１２２は、アーマチュアコイル１
５４が励磁されたときに、環状プレート１３２およびその支持されたスプリング１２４が
コイルハウジング１４８に向かって移動すると、ノッチプレート１７４のロックを解除す
る。励磁されたコイル１５４は、コイルハウジング１４８を通り、プレート１３２の部分
１３７を通り、コイルハウジング１４８とアーマチュアプレート１３２との間の狭いエア
ギャップを横断して流れると考えることができる磁束または磁界を発生させる。磁束密度
が生じて、プレート１３２の部分１３７を空洞１５６に引き込むための、ハウジング１４
８とプレート１３２との間の引き付け力を発生させる。
【００３４】
　図２は、本発明に従って構築された、全体として２１０で示す制御可能な一方向クラッ
チまたは連結器アセンブリの第２の実施形態の上側半分（対称であることから簡略化のた
め）の、部分的に破断され、（ハッチングは全くないが）断面を示す概略側面図である。
アセンブリ２１０は、アセンブリ１１０と同じ部品およびそれらの付随機能を多く有する
。したがって、アセンブリ１１０、２１０の部品の参照番号は、それぞれ「１００」また
は「２００」の表記を除いて同じである。この番号付け方式は、図３～６のそれぞれ他の
４つの実施形態に対して概ね適用される。
【００３５】
　アセンブリ２１０は、全体として２１２で示す環状ポケットプレートを含む。プレート
２１２の軸方向に延びる外側面２１４は外側スプライン２１６を有し、プレート２１２は
、外側スプライン２１６によって、回転可能なハブ２１７にスプライン結合されて、ハブ
２１７と共に回転する。プレート２１２の半径方向に延びる内側面２１８には、ストラッ
ト２２２（１つのストラットだけが示されている）が通常収容および保持される、離間し
たポケット２２０（１つのポケットだけが示されている）が形成されている。ポケット２
２０の開孔内に配置されたコイルスプリング（図示せず）により、各ストラット２２２の
一方の端部部分を外側に付勢することができ、そのため、各ストラット２２２は、通常、
そのポケット２２０内に維持される。各ストラット２２２の反対側の端部部分は、スプリ
ング２２４が（支持体２４０によって）支持される、全体として２３２で示すＵ字形状の
付勢アーマチュアプレートまたは部材が、ストラット２２２の反対側の端部部分に向かっ
て移動するときに、スプリング２２４の一方の端部によって制御可能に付勢される。各ス
プリング２２４は、それらの個々のストラット２２２に作用する前述のコイルスプリング
の付勢力に打ち勝って、ポケットプレート２１２を貫通する穴２１９内を移動する。
【００３６】
　環状付勢プレート２３２は、プレート２３２の軸方向に延びる内側面２３５に形成され
たスプライン２１３を有し、プレート２３２は、スプライン２１３によってプレート２１
２にスプライン結合されて、プレート２１２と共に回転する。ベアリング２９０は、プレ
ート２３２を回転可能に支持するので、プレート２３２は、全体として２４８で示す静止
したハウジングに対して回転する。複数のスプリング支持体２４０が、プレート２３２の
内側面２４６に形成されて、穴２１９内に延びるスプリング２２４を支持している。付勢
プレート２３２はまた、プレート２３２の外側面２４６と、プレート２１２の面２３８に
形成された開孔２４３との間に延びる複数の付勢コイルスプリング２４４を（支持体２４
７で）支持している。スプリング２４４は、プレート２１２、２３２を離れる方向に付勢
している。
【００３７】
　電磁コイル２５４は、コイルハウジング２４８に形成された空洞２５６内に動かないよ
うに配置されている。コイル２５４は多くのターン数を有しており、適切な樹脂内に埋め



(11) JP 5794647 B2 2015.10.14

10

20

30

40

50

込まれ、この樹脂によって囲まれるのが好ましい。コイルハウジング２４８は、鋼または
可鍛鉄などの常磁性体でできている。コイル２５４が、スイッチ２６２の形態のコントロ
ーラの制御のもとでＤＣ電圧源２６０によって励磁されると、コイル２５４は、スプリン
グ２４４の付勢動作に抗して、付勢アーマチュアプレート２３２の一部をハウジング２４
８に引き付ける。コイル２５４への配線２６４は、電圧源２６０およびスイッチ２６２か
ら、ハウジング２４８を貫通して形成された通路２６６を通って延びている。
【００３８】
　ストラット２２２は、（スプリング２２４の付勢動作によって）それらのポケット２２
０内で旋回して、全体として２７４で示す回転可能なノッチプレートの半径方向に延びる
面２７２に形成された、離間したロック構成物またはノッチ２７０と係合する。ストラッ
ト２２２は、プレート２３２のプレート２１２に向かう移動時に、ロック構成物２７０と
係合する。ノッチプレート２７４は、ノッチプレート２７４の軸方向に延びる内側面２７
５に形成された内側スプライン２７８によって、スプラインの付いた回転可能なハブ２７
６に連結されて、プレート２１２内で回転軸のまわりにプレート２１２に対して回転する
。ハブ２１７、２７６は、同じ回転数で回転してよいし、または回転しなくてもよい。
【００３９】
　スナップリング２８０は、プレート２１２の軸方向に延びる内側面２６５に形成された
溝２８２内に配置されて、ノッチプレート２７４をプレート２１２に保持する。リング２
８０はプレート２７４、２１２を共に保持し、プレート２７４の軸方向の（図２では左へ
の）移動を妨げる。
【００４０】
　ストラット２２２は、回転軸のまわりの相対回転動作の一方向において、ノッチプレー
ト２７４をポケットプレート２１２にロックするが、回転軸のまわりの反対方向において
、自由な回転を可能にする。先に説明したように、他の動作設定も可能である。ストラッ
ト２２２は、コイルが「切り」の場合にノッチプレート２７４のロックを解除する。スト
ラット２２２は、コイル２５４が「入り」の場合にノッチプレート２７４をロックする。
ストラット２２２は、プレート２３２および支持されたスプリング２４４が、アーマチュ
アコイル２５４の励磁中に、コイルハウジング２４８から離れる方向に移動した場合に、
ノッチプレート２７４をロックする。励磁されたコイル２５４は、コイルハウジング２４
８を通り、プレート２３２の部分２３７を通り、コイルハウジング２４８とアーマチュア
プレート２３２の部分２３７との間の狭いエアギャップを横断して流れると考えることが
できる磁束または磁界を発生させる。磁束密度が生じて、プレート２３２の部分２３７を
空洞２５６に引き込むための、ハウジング２４８とプレート２３２との間の引き付け力を
発生させる。
【００４１】
　図３は、本発明に従って構築された、全体として３１０で示す制御可能な一方向クラッ
チまたは連結器アセンブリの第３の実施形態の上側半分（対称であることから簡略化のた
め）の、部分的に破断され、（ハッチングは全くないが）断面を示す概略側面図である。
アセンブリ３１０は、全体として３１２で示す環状ポケットプレートを含む。プレート３
１２の軸方向に延びる外側面３１４は外側スプライン３１６を有し、プレート３１２は、
外側スプライン３１６によって、静止したトランスミッションケース３１７の内側面にス
プライン結合されている。
【００４２】
　プレート３１２の半径方向に延びる内側面３１８には、ストラット３２２（１つのスト
ラットだけが示されている）が収容および保持される、離間したポケット３２０（１つの
ポケットだけが示されている）が形成されている。ポケット３２０の開孔内に配置された
コイルスプリング（図示せず）により、各ストラット３２２の一方の端部部分を外側に付
勢することができ、そのため、各ストラット３２２は、そのポケット３２０内に維持され
る。各ストラット３２２の反対側の端部部分は、スプリング３２４が（支持体３４０によ
って）支持される、全体として３３２で示す環状の非常磁性（アルミニウムなど）付勢プ
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レートまたは部材が、ストラット３２２の反対側の端部部分に向かって移動するときに、
ポケットプレート３１２を貫通する穴３１９内にあって、それぞれのコイルスプリングの
付勢力に打ち勝つスプリング３２４によって制御可能に付勢されて回転する。
【００４３】
　スプリング３２４は、プレート３１２の半径方向に延びる外側面３３８を通って穴３１
９内に延びている。複数のスプリング支持体３４０が、プレート３３２の内側面３４６に
形成されて、スプリング３２４を支持している。付勢プレート３３２はまた、プレート３
３２の外側面３４６と、プレート３１２の面３３８に形成された開孔３４３との間に延び
る複数の付勢コイルスプリング３４４を（支持体３４７によって）支持している。
【００４４】
　全体として３４８で示すコイルハウジング部材は、部材３４８の部分３５２の軸方向に
延びる外側面３５０に形成されたスプライン３３３を有し、静止ハウジング３４８は、ス
プライン３３３によって、静止ケース３１７にスプライン結合されている。電磁コイル３
５４は、ハウジング部材３４８内の空洞３５６内に配置されており、したがって、同様に
動かない。コイル３５４は多くのターン数を有しており、適切な樹脂内に埋め込まれ、こ
の樹脂によって囲まれるのが好ましい。コイルハウジング３４８は、鋼または可鍛鉄など
の常磁性体でできている。コイル３５４が励磁されると、コイル３５４は、面３４５から
延びるプレート３１２の部分３３７をスプリング３４４の付勢動作に抗してハウジング３
４８に引き付ける。コイル３５４は、スイッチ３６２の形態のコントローラによって制御
されるＤＣ電圧源３６０により励磁される。コイル３５４への配線３６４は、電圧源３６
０およびスイッチ３６２から、ハウジング３４８を貫通して形成された通路３６６を通っ
て延びている。
【００４５】
　ストラット３２２は、（スプリング３２４の付勢動作によって）それらのポケット３２
０内で旋回して、全体として３７４で示す回転可能なノッチプレートの半径方向に延びる
面３７２に形成された、離間したロック構成物またはノッチ３７０と係合する。ストラッ
ト３２２は、プレート３３２および支持されたスプリング３２４のプレート３１２に向か
う移動時に、ロック構成物３７０と係合する。ノッチプレート３７４は、ノッチプレート
３７４の軸方向に延びる内側面３７５に形成された内側スプライン３７８によって、スプ
ラインの付いた回転可能なハブ３７６に連結されて、プレート３１２内で回転軸のまわり
にプレート３１２に対して回転する。
【００４６】
　スナップリング３８０は、プレート３１２の軸方向に延びる内側面３６５に形成された
溝３８２内に配置されて、ノッチプレート３７４およびプレート３１２を共に保持する。
リング３８０はプレート３７４、３１２を共に保持して、プレート３７４の軸方向の（図
３では左への）移動を妨げる。
【００４７】
　ストラット３２２は、回転軸のまわりの相対回転動作の一方向において、ノッチプレー
ト３７４をポケットプレート３１２にロックするが、回転軸のまわりの反対方向において
、自由な回転を可能にする。先に説明したように、他の動作設定も可能である。ストラッ
ト３２２は、コイル３５４が「入り」の場合にノッチプレート３７４をロックする。スト
ラット３２２は、コイル３５４の励磁が中止された後、プレート３１２がハウジング３４
８から離れる方向に移動するときにノッチプレート３７４のロックを解除する。励磁され
たコイル３５４は、コイルハウジング３４８を通り、プレート３１２の部分３３７を通り
、コイルハウジング３４８とプレート３１２の部分３３７との間の狭いエアギャップを横
断して流れると考えることができる磁束または磁界を発生させる。磁束密度が生じて、ハ
ウジング３４８とプレート３１２との間の引き付け力を発生させる。
【００４８】
　図４は、本発明に従って構築された、全体として４１０で示す制御可能な一方向クラッ
チ、または連結器アセンブリの第４の実施形態の上側半分（対称であることから簡略化の
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ため）の、部分的に破断され、（ハッチングは全くないが）断面を示す概略側面図である
。アセンブリ４１０は、全体として４１２で示す環状ポケットプレートを含む。プレート
４１２の軸方向に延びる外側面４１４は、プレート４１２を回転可能なハブ４１７と、全
体として４１５で示す回転可能な外側ハウジング部材とに連結する外側スプライン４１６
を有する。
【００４９】
　プレート４１２の半径方向に延びる内側面４１８には、ストラット４２２（１つのスト
ラットだけが示されている）が通常収容および保持される、離間したポケット４２０（１
つのポケットだけが示されている）が形成されている。ポケット４２０の開孔内に配置さ
れたコイルスプリング（図示せず）により、各ストラット４２２の一方の端部部分を外側
に付勢することができ、そのため、各ストラット４２２は、通常、そのポケット４２０内
に維持される。各ストラット４２２の反対側の端部部分は、スプリング４２４が支持され
る、全体として４３２で示すＬ字形状の付勢アーマチュアプレートまたは部材が、ストラ
ット４２２の反対側の端部部分に向かって移動するときに、スプリング４２４によって制
御可能に付勢される。スプリング４２４は、コイルスプリングの付勢力に打ち勝って、ポ
ケットプレート４１２を貫通する穴４１９内を移動する。
【００５０】
　スプリング４２４は、プレート４１２の半径方向に延びる外側面４３８を通って穴４１
９およびポケット４２０内に延びている。複数のスプリング支持体をプレート４３２の内
側面４４２に形成して、スプリング４２４を支持することができる。しかし、実施形態で
は、スプリング４２４は、プレート４３２に形成された開孔４３４内に支持されている。
付勢プレート４３２はまた、プレート４３２の外側面４４５と、部材４１５の面４４６に
形成された支持体４４７との間に延びる複数の付勢コイルスプリング４４４を（支持体４
４３によって）支持している。ハウジング部材４１５の部分４５２の面４５０は、プレー
ト４１２の外側面４１４にスプライン結合されていて、部材４１５、ポケットプレート４
１２、およびハブ４１７は共に回転する。
【００５１】
　多くのターン数を有するコイル４５４は、全体として４４８で示す静止コイルハウジン
グの空洞４５６内で適切な樹脂内に埋め込まれ、この樹脂によって囲まれるのが好ましい
。コイルハウジング４４８は、鋼または可鍛鉄などの常磁性体でできている。コイル４５
４が、スイッチ４６２の形態のコントローラによって制御されるＤＣ電圧源４６０により
励磁されると、コイル４５４は、スプリング４４４の付勢動作に抗して、付勢アーマチュ
アプレート４３２の一部４３７をハウジング４４８に引き付ける。コイル４５４への配線
４６４は、電圧源４６０およびスイッチ４６２から、ハウジング４４８を貫通して形成さ
れた通路４６６を通って延びている。
【００５２】
　ストラット４２２は、（スプリング４２４の付勢動作によって）それらのポケット４２
０内で旋回して、全体として４７４で示す回転可能なノッチプレートの半径方向に延びる
面４７２に形成された、離間したロック構成物またはノッチ４７０と係合する。ストラッ
ト４２２は、プレート４３２のプレート４１２に向かう移動時にロック構成物４７０と係
合する。ノッチプレート４７４は、ノッチプレート４７４の軸方向に延びる内側面４７５
に形成された内側スプライン４７８によって、スプラインの付いた回転可能なハブ４７６
に連結されて、プレート４１２内で回転軸のまわりにプレート４１２に対して回転する。
ハブ４１７、４７６は、同じ角速度で回転してよいし、または回転しなくてもよい。
【００５３】
　スナップリング４８０は、プレート４１２の軸方向に延びる内側面４６５に形成された
溝４８２内に配置されて、ノッチプレート４７４をプレート４１２に保持する。リング４
８０はプレート４７４、４１２を共に保持して、プレート４７４の軸方向の（図４では左
への）移動を妨げる。
【００５４】
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　ストラット４２２は、回転軸のまわりの相対回転動作の一方向において、ノッチプレー
ト４７４をポケットプレート４１２にロックするが、回転軸のまわりの反対方向において
、自由な回転を可能にする。先に説明したように、他の動作設定も可能である。ストラッ
ト４２２は、コイル４５４が「切り」の場合に、スプリング４４４の付勢動作によりノッ
チプレート４７４をロックする。ストラット４２２は、アーマチュアコイル４５４の励磁
中に、プレート４３２およびその支持されたスプリング４２４がコイルハウジング４４８
に向かって移動すると、ノッチプレート４７４のロックを解除する。励磁されたコイル４
５４は、コイルハウジング４４８を通り、プレート４１２の部分４３７を通り、コイルハ
ウジング４４８とアーマチュアプレート４３２の部分４３７との間の狭いエアギャップを
横断して流れると考えることができる磁束または磁界を発生させる。磁束密度が高くなっ
て、ハウジング４４８とプレート４３２との間の引き付け力を発生させる。
【００５５】
　図５は、本発明に従って構築された、全体として５１０で示す制御可能な一方向クラッ
チまたは連結器アセンブリの第５の実施形態の上側半分（対称であることから簡略化のた
め）の、部分的に破断され、（ハッチングは全くないが）断面を示す概略側面図である。
アセンブリ５１０は、全体として５１２で示す環状ポケットプレートを含む。プレート５
１２の軸方向に延びる外側面５１４は、プレート５１２をトランスミッションケースか、
または回転可能なハブ５１７’のいずれかに連結する外側スプライン５１６を有する。し
たがって、ポケットプレート５１２は、この実施形態では、それぞれ動かないか、または
回転可能かのいずれかとすることができる。
【００５６】
　プレート５１２の半径方向に延びる内側面５１８には、ストラット５２２（１つのスト
ラットだけが示されている）が通常収容および保持される、離間したポケット５２０（１
つのポケットだけが示されている）が形成されている。ポケット５２０の開孔内に配置さ
れたコイルスプリング（図示せず）により、各ストラット５２２の一方の端部部分を外側
に付勢することができ、そのため、ストラット５２２は、そのポケット５２０内に維持さ
れる。各ストラット５２２の反対側の端部部分は、スプリング５２４が（支持体５４０で
）支持される、全体として５３２で示すＬ字形状の付勢アーマチュアプレートまたは部材
が、ストラット５２２の反対側の端部部分に向かって移動するときに、ポケットプレート
５１２を貫通して形成された穴５１９内にあって、コイルスプリングの付勢力に打ち勝つ
スプリング５２４によって制御可能に付勢される。
【００５７】
　全体として５４８で示すコイルハウジング部材は、部材５４８の部分５５２の軸方向に
延びる内側面５５０に形成されたスプラインを有し、ハウジング５４８は、このスプライ
ンによって、トランスミッションケース５１７にスプライン結合されている。ハウジング
５４８内の空洞５５６内に配置された電磁コイル５５４は動かない。
【００５８】
　スプリング５２４は、プレート５１２の半径方向に延びる外側面５３８を通って穴５１
９およびポケット５２０内に延びている。複数のスプリング支持体５４０をプレート５３
２の内側面５４２に形成して、スプリング５２４の端部を支持している。付勢プレート５
３２はまた、スプリング支持体５４７からプレート５３２の外側面５４５とコイルスプリ
ング支持部材５４９の内側面５４６との間に延びる複数の付勢コイルスプリング５４４を
（支持体５４３で）支持している。スナップリング５５１は、プレート５１２の軸方向に
延びる部分５５５に形成された溝５５３内に配置されている。プレート５３２および部材
５４９は、プレート５１２の部分５５５にスプライン結合されて、プレート５１２が回転
可能な場合に、プレート５３２を回転可能に支持するベアリング５９０を用いてハウジン
グ５４８に対して共に回転する。
【００５９】
　コイル５５４は多くのターン数を有しており、適切な樹脂内に埋め込まれ、この樹脂に
よって囲まれるのが好ましい。コイルハウジング５４８は、鋼または可鍛鉄などの常磁性
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体でできている。コイル５５４は、スイッチ５６２の形態のコントローラによって制御さ
れるＤＣ電圧源５６０により励磁されると、スプリング５４４の付勢動作に抗して、付勢
アーマチュアプレート５３２を引き付けて、図５の右に移動させる。コイル５５４への配
線５６４は、電圧源５６０およびスイッチ５６２から、ハウジング５４８を貫通して形成
された通路５６６を通って延びている。
【００６０】
　ストラット５２２は、（スプリング５２４の付勢動作によって）それらのポケット５２
０内で旋回して、全体として５７４で示す回転可能なノッチプレートの半径方向に延びる
面５７２に形成された、離間したロック構成物またはノッチ５７０と係合する。ストラッ
ト５２２は、プレート５３２のプレート５１２に向かう移動時にロック構成物５７０と係
合する。ノッチプレート５７４は、ノッチプレート５７４の軸方向に延びる内側面５７５
に形成された内側スプライン５７８によって、スプラインの付いた回転可能なハブ（図示
せず）に連結されて、プレート５１２内で回転軸のまわりにプレート５１２に対して回転
する。
【００６１】
　スナップリング５８０は、プレート５１２の軸方向に延びる内側面５６５に形成された
溝５８２内に配置されて、ノッチプレート５７４をプレート５１２に保持する。リング５
８０はプレート５７４、５１２を共に保持して、プレート５７４の軸方向の（図５では左
への）移動を妨げる。
【００６２】
　ストラット５２２は、回転軸のまわりの相対回転動作の一方向において、ノッチプレー
ト５７４をポケットプレート５１２にロックするが、回転軸のまわりの反対方向において
、自由な回転を可能にする。先に説明したように、他の動作設定も可能である。ストラッ
ト５２２は、コイル５５４が「切り」の場合にノッチプレート５７４をロックする。スト
ラット５２２は、プレート５３２および支持されたスプリング５２４が、アーマチュアコ
イル５５４の励磁中に、図５に示すように右に移動した場合に、ノッチプレート５７４の
ロックを解除する。励磁されたコイル５５４は、コイルハウジング５４８を通り、プレー
ト５３２の部分５３７を通り、コイルハウジング５４８とアーマチュアプレート５３２と
の間の狭いエアギャップを横断して流れると考えることができる磁束または磁界を発生さ
せる。磁束密度が生じて、図５に示すようにプレート５３２を右に移動させる、ハウジン
グ５４８とプレート５３２との間の引き付け力が発生する。
【００６３】
　図６は、本発明に従って構築された、全体として６１０で示す制御可能な一方向クラッ
チまたは連結器アセンブリの第６の実施形態の上側半分（対称であることから簡略化のた
め）の、部分的に破断され、（ハッチングは全くないが）断面を示す概略側面図である。
アセンブリ６１０は、全体として６１２で示す環状ポケットプレートを含む。プレート６
１２の軸方向に延びる外側面６１４は外側スプライン６１６を有し、プレート６１２は、
外側スプライン６１６によって、トランスミッションケースまたは回転可能なハブとする
ことができる部材６１７’に連結またはスプライン結合されている。したがって、プレー
ト６１２は、この実施形態では、動かないか、または回転可能かのいずれかとすることが
できる。スプライン６１６はまた、プレート６１２を、全体として６３２で示すＴ字形状
の付勢プレートに連結し、付勢プレートは、プレート６３２を回転可能に支持するブッシ
ュ６９０を用いて、プレート６１２と共に回転する。
【００６４】
　プレート６１２の半径方向に延びる内側面６１８には、ストラット６２２（１つのスト
ラットだけが示されている）が収容および保持される、離間したポケット６２０（１つの
ポケットだけが示されている）が形成されている。ポケット６２０の開孔内に配置された
コイルスプリング（図示せず）により、各ストラット６２２の一方の端部部分を外側に付
勢することができ、そのため、ストラット６２２は、通常、そのポケット６２０内に維持
される。各ストラット６２２の反対側の端部部分は、スプリング６２４が支持される、環
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状の付勢アーマチュアプレートまたは部材６３２が、ストラット６２２の反対側の端部部
分に向かって移動するときに、スプリング６２４によって制御可能に付勢される。スプリ
ング６２４は、コイルスプリングの付勢力に打ち勝って、ポケットプレート６１２を貫通
する穴６１９内を通って延びる。
【００６５】
　全体として６４８で示すコイルハウジング部材は、部材６４８の部分６５２の軸方向に
延びる内側面６５０に形成されたスプライン６３３を有し、ハウジング６４８は、スプラ
イン６３３によって、トランスミッションケース６１７にスプライン結合されている。電
磁コイル６５４は、動かないようにハウジング６４８内の空洞６５６内に配置されている
。
【００６６】
　スプリング６２４は、プレート６１２の半径方向に延びる外側面６３８を通って穴６１
９内に延びている。複数のスプリング支持体６４０が、プレート６３２の内側面６４２に
形成されて、スプリング６２４を支持している。付勢プレート６３２はまた、プレート６
３２の外側面６４６と、プレート６１２の面６３８に形成された開孔６４３との間に延び
る複数の付勢コイルスプリング６４４を支持している。
【００６７】
　コイル６５４は多くのターン数を有しており、適切な樹脂内に埋め込まれ、この樹脂に
よって囲まれるのが好ましい。コイルハウジング６４８は、鋼または可鍛鉄などの常磁性
体でできている。コイル６５４は、ＤＣ電圧源６６０によって励磁された場合に、スプリ
ング６４４の付勢動作に抗して、付勢アーマチュアプレート６３２の部分６３７を引き付
けて、（図６に示すように）ハウジング６４８に対して左に移動させる。電圧源６６０は
、スイッチ６６２の形態のコントローラによって制御される。コイル６５４への配線６６
４は、電圧源６６０およびスイッチ６６２から、ハウジング６４８を貫通して形成された
通路６６６を通って延びている。
【００６８】
　ストラット６２２は、（スプリング６２４の付勢動作によって）それらのポケット６２
０内で旋回して、全体として６７４で示す回転可能なノッチプレートの半径方向に延びる
面６７２に形成された、離間したロック構成物またはノッチ６７０と係合する。ストラッ
ト６２２は、プレート６３２のプレート６１２に向かう移動時に、ロック構成物６７０と
係合する。ノッチプレート６７４は、ノッチプレート６７４の軸方向に延びる内側面６７
５に形成された内側スプライン６７８によって、スプラインの付いた回転可能なハブ６７
６に連結されて、プレート６１２内で回転軸のまわりにプレート６１２に対して回転する
。
【００６９】
　スナップリング６８０は、プレート６１２の軸方向に延びる内側面６６５に形成された
溝６８２内に配置されて、ノッチプレート６７４をプレート６１２に保持する。リング６
８０はプレート６７４、６１２を共に保持して、プレート６７４の軸方向の（図６では左
への）移動を妨げる。
【００７０】
　ストラット６２２は、回転軸のまわりの相対回転動作の一方向において、ノッチプレー
ト６７４をポケットプレート６１２にロックするが、回転軸のまわりの反対方向において
、自由な回転を可能にする。先に説明したように、他の動作設定も可能である。ストラッ
ト６２２は、コイル６５４が「入り」、すなわち、励磁された場合にノッチプレート６７
４をロックする。アーマチュアコイル６５４が「切り」にされたときに、プレート６３２
および支持されたスプリング６２４が、スプリング６４４を用いて図６の右に移動すると
、ストラット６２２はノッチプレート６７４のロックを解除する。励磁されたコイル６５
４は、コイルハウジング６４８を通り、プレート６３２の部分６３７を通り、コイルハウ
ジング６４８とアーマチュアプレート６３２との間の狭いエアギャップを横断して流れる
と考えることができる磁束または磁界を発生させる。磁束密度が生じて、プレート６３２
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を図６の右に移動させる、ハウジング６４８とプレート６３２の部分６３７との間の引き
付け力が発生する。
【００７１】
　例示的な実施形態が上記に説明されたが、これらの実施形態が、本発明のすべての可能
な形態を表すことは意図されていない。むしろ、本明細書で使用される文言は、限定では
なくて説明の文言であり、本発明の趣旨および範囲から逸脱することなく、様々な変更を
行うことができるのは当然である。さらに、構築した様々な実施形態の特徴を組み合わせ
て、本発明のさらなる実施形態を形成することができる。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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