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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エンジン（２１）の回転動力がクラッチ（６１）を介して入力されるとともに、駆動側
シフターギア（６７ｂ）を含む複数の駆動ギアを有するメイン軸（６５）と、前記複数の
駆動ギアによって回動される被動側シフターギア（６８ｃ）を含む複数の被動ギアを有す
るカウンタ軸（６６）と、前記駆動側シフターギア（６７ｂ）及び前記被動側シフターギ
ア（６８ｃ）を軸方向に移動させる複数のシフトフォーク（６９ａ，６９ｂ）と、当該シ
フトフォーク（６９ａ，６９ｂ）の端部が係合されるリード溝（７０ａ）を有するシフト
ドラム（７０）と、当該シフトドラム（７０）の回動角を検出するドラム角センサ（７０
ｂ）と、前記クラッチ（６１）を操作するクラッチ操作部材（６２）及び前記シフトドラ
ム（７０）を操作するチェンジ操作部材（６３）が設けられるシフトスピンドル（７６）
と、当該シフトスピンドル（７６）の回動角を検出するスピンドル角センサ（７９）と、
前記シフトスピンドル（７６）を回動させるモーター（７５）と、当該モーター（７５）
を制御する制御装置（１７）とを備え、前記クラッチ（６１）が、クラッチ全容量状態（
Ｃ１）とクラッチ切断状態（Ｃ４）との間に半クラッチ状態（Ｃ２）を有する車両の変速
装置において、
　前記シフトスピンドル（７６）がシフトダウン側に回動する際、前記クラッチ操作部材
（６２）が前記チェンジ操作部材（６３）よりも先に回動するように設けられ、
　前記制御装置（１７）は、前記シフトスピンドル（７６）をシフトアップ側に回動させ
て、前記シフトドラム（７０）の回動角がドラム角閾値（Ｓｄ１）に達する際の前記モー
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ター（７５）の駆動デューティを基準デューティ（Ｄｕｓｔｄ）として記憶した後、前記
シフトスピンドルをシフトダウン側に回動させて、前記基準デューティ（Ｄｕｓｔｄ）が
発生する際の前記シフトスピンドル（７６）の回動角（θｄｔｐ）を、前記クラッチ（６
１）が半クラッチ状態（Ｃ２）となるタッチポイントとして学習することを特徴とする車
両の変速装置。
【請求項２】
　前記タッチポイントの学習を行う際の前記シフトスピンドル（７６）の制御はランプ応
答で実行されることを特徴とする請求項１記載の車両の変速装置。
【請求項３】
　前記シフトスピンドル（７６）の回動角に対する前記クラッチ（６１）のクラッチリフ
ト量の特性は、シフトアップ側よりもシフトダウン側が、より小さな回動角で立ち上がり
、且つ、より急な勾配でリフトするように設定されていることを特徴とする請求項１記載
の車両の変速装置。
【請求項４】
　前記タッチポイントの学習の制御は、前記エンジン（２１）の始動時、または、車両（
１０）の主電源が供給される度に１回実行されることを特徴とする請求項１記載の車両の
変速装置。
【請求項５】
　前記制御装置（１７）は、前回の前記エンジン（２１）の運転時、または、前回の変速
装置（２５）の電源がオンにされた時に学習した前記タッチポイントを不揮発性メモリに
記憶し、今回学習した前記タッチポイントを前回学習した前記タッチポイントと比較する
ことを特徴とする請求項４記載の車両の変速装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両の変速装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来例には、多板クラッチに関し、クラッチ容量が３段階（クラッチ全容量、中間容量
大、中間容量小）で選択可能な構造が開示されている（例えば、特許文献１参照）。この
ようなクラッチは、特に自動で変速を行ういわゆるＡＭＴ（Automated Manual Transmiss
ion）車両に好適である。その理由としては、ＡＭＴ車両では運転者の意図しないタイミ
ングで変速が行われるが、変速ギアの移動後のクラッチの接続時に、エンジン回転数（ク
ラッチアウタ回転数）とメイン軸回転数（クラッチインナ回転数）とに回転差が生じる際
、クラッチ容量をスロットル開度等に合わせて選択して変速ショックを低減できるという
ことがある。
　ここで、特許文献１には詳細な開示がないものの、シフトアップ側のシフトスピンドル
角に対するクラッチリフト特性は、比較的緩やかな勾配であり、且つ、クラッチの３段容
量は所定幅のクラッチリフト量ごとに設定できるため、クラッチやシフトスピンドル等の
公差バラツキがあっても目標の半クラッチ容量（例えば中間容量大）に対するシフトスピ
ンドル角を比較的設定し易い。また、目標の半クラッチ容量にシフトスピンドル位置を合
わせることも比較的容易である。
　また、同じく特許文献１には詳細には開示されていないが、シフトダウン側のシフトス
ピンドル角に対するクラッチリフト特性は、立ち上がりが早く、且つ、急峻な勾配が設定
されているため、公差バラツキがあると目標の半クラッチ容量（例えば中間容量大）に合
わせてシフトスピンドル角を設定することは困難である。また、目標の半クラッチ容量に
シフトスピンドル位置を合わせることも比較的難しくなる。本願では、シフトダウン側に
おいてクラッチ容量が半クラッチに切り替わるシフトスピンドルの回動角を「タッチポイ
ント」と定義する。
　タッチポイントを学習することができれば、例えば、シフトダウン側の変速制御でもク



(3) JP 6190410 B2 2017.8.30

10

20

30

40

50

ラッチの中間容量を使えたり、ユーザ等がクラッチ位置を調整したか否かの判定ができた
り等、ＡＭＴのシステムに応用できる。
　また、従来例には、タッチポイントの学習方法が開示されている（例えば、特許文献２
参照）。特許文献２では、図５に開示されるフローのように、エンジン運転中でギア位置
がニュートラルの時に、クラッチを断接させながら、メイン軸の回転数変化を見ることで
クラッチのタッチポイントを学習する制御が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】国際公開第２０１４／１５７６３１号
【特許文献２】特開平０１－１２０４３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１のような３段容量クラッチを搭載する変速装置において、ニ
ュートラル位置で特許文献２のようなタッチポイントの学習を行う場合、クラッチ全容量
からクラッチ中間容量大の位置になっても、エンジンの仕様や回転数によっては、クラッ
チが滑ることがなく、タッチポイントを学習し難い場合がある。また、シフトスピンドル
の回動角に対するクラッチリフト特性が急峻な場合、高精度にタッチポイントを学習する
ことが難しい。
　本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであり、車両の変速装置において、クラ
ッチのタッチポイントを高精度に学習できるように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、エンジン（２１）の回転動力がクラッチ（６１）
を介して入力されるとともに、駆動側シフターギア（６７ｂ）を含む複数の駆動ギアを有
するメイン軸（６５）と、前記複数の駆動ギアによって回動される被動側シフターギア（
６８ｃ）を含む複数の被動ギアを有するカウンタ軸（６６）と、前記駆動側シフターギア
（６７ｂ）及び前記被動側シフターギア（６８ｃ）を軸方向に移動させる複数のシフトフ
ォーク（６９ａ，６９ｂ）と、当該シフトフォーク（６９ａ，６９ｂ）の端部が係合され
るリード溝（７０ａ）を有するシフトドラム（７０）と、当該シフトドラム（７０）の回
動角を検出するドラム角センサ（７０ｂ）と、前記クラッチ（６１）を操作するクラッチ
操作部材（６２）及び前記シフトドラム（７０）を操作するチェンジ操作部材（６３）が
設けられるシフトスピンドル（７６）と、当該シフトスピンドル（７６）の回動角を検出
するスピンドル角センサ（７９）と、前記シフトスピンドル（７６）を回動させるモータ
ー（７５）と、当該モーター（７５）を制御する制御装置（１７）とを備え、前記クラッ
チ（６１）が、クラッチ全容量状態（Ｃ１）とクラッチ切断状態（Ｃ４）との間に半クラ
ッチ状態（Ｃ２）を有する車両の変速装置において、前記シフトスピンドル（７６）がシ
フトダウン側に回動する際、前記クラッチ操作部材（６２）が前記チェンジ操作部材（６
３）よりも先に回動するように設けられ、前記制御装置（１７）は、前記シフトスピンド
ル（７６）をシフトアップ側に回動させて、前記シフトドラム（７０）の回動角がドラム
角閾値（Ｓｄ１）に達する際の前記モーター（７５）の駆動デューティを基準デューティ
（Ｄｕｓｔｄ）として記憶した後、前記シフトスピンドルをシフトダウン側に回動させて
、前記基準デューティ（Ｄｕｓｔｄ）が発生する際の前記シフトスピンドル（７６）の回
動角（θｄｔｐ）を、前記クラッチ（６１）が半クラッチ状態（Ｃ２）となるタッチポイ
ントとして学習することを特徴とする。
　本発明によれば、制御装置は、シフトスピンドルをシフトアップ側に回動させて、シフ
トドラムの回動角がドラム角閾値に達する際のモーターの駆動デューティを基準デューテ
ィとして記憶した後、シフトスピンドルをシフトダウン側に回動させて、基準デューティ
が発生する際のシフトスピンドルの回動角を、クラッチが半クラッチ状態となるタッチポ
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イントとして学習する。これにより、制御装置がシフトスピンドルをシフトアップ側に回
動させると、シフトドラムがドラム角閾値に達した際に発生するモーターの駆動デューテ
ィを基準デューティとして記憶できる。その後、制御装置がシフトスピンドルをシフトダ
ウン側に回動させると、クラッチ操作部材がチェンジ操作部材よりも先に回動するため、
クラッチ操作部材を操作するためのトルクに対応する駆動デューティが、基準デューティ
になったことを検出できる。基準デューティは、シフトドラムをドラム角閾値まで到達さ
せるのに要するトルクに対応した所定の大きさを有するため、シフトダウン側で基準デュ
ーティが発生した際のシフトスピンドルの回動角を、クラッチが半クラッチ状態となるタ
ッチポイントとして学習することで、シフトスピンドルの中立位置付近のフリクション等
の影響を除外してシフトダウン側のタッチポイントを高精度に学習できる。
【０００６】
　また、本発明は、前記タッチポイントの学習を行う際の前記シフトスピンドル（７６）
の制御はランプ応答で実行されることを特徴とする。
　本発明によれば、タッチポイントの学習を行う際のシフトスピンドルの制御はランプ応
答で実行されるため、シフトスピンドルのトルクの変動が駆動デューティに高精度に反映
される。このため、タッチポイントを高精度に学習できる。
　また、本発明は、前記シフトスピンドル（７６）の回動角に対する前記クラッチ（６１
）のクラッチリフト量の特性は、シフトアップ側よりもシフトダウン側が、より小さな回
動角で立ち上がり、且つ、より急な勾配でリフトするように設定されていることを特徴と
する。
　本発明によれば、シフトスピンドルの回動角に対するクラッチのクラッチリフト量の特
性は、シフトアップ側よりもシフトダウン側が、より小さな回動角で立ち上がり、且つ、
より急な勾配でリフトするように設定されているため、シフトダウン側のタッチポイント
を高精度に学習することは通常困難であるが、シフトアップ側で記憶した基準デューティ
を利用することで、シフトダウン側のタッチポイントを高精度に学習できる。また、シフ
トダウン側では、クラッチリフト量の特性が急な勾配であるため、クラッチリフトに対応
した駆動デューティの立ち上がりの時間は短くなるが駆動デューティの立ち上がりが明確
になるため、基準デューティと比較することでタッチポイントを高精度に学習できる。
【０００７】
　さらに、本発明は、前記タッチポイントの学習の制御は、前記エンジン（２１）の始動
時、または、前記車両（１０）の主電源が供給される度に１回実行されることを特徴とす
る。
　本発明によれば、タッチポイントの学習の制御は、エンジンの始動時、または、車両の
主電源が供給される度に１回実行されるため、エンジンの始動時、または、車両の主電源
が供給される度に、タッチポイントを高精度に学習できる。
　また、本発明は、前記制御装置（１７）は、前回の前記エンジン（２１）の運転時、ま
たは、前回の変速装置（２５）の電源がオンにされた時に学習した前記タッチポイントを
不揮発性メモリに記憶し、今回学習した前記タッチポイントを前回学習した前記タッチポ
イントと比較することを特徴とする。
　本発明によれば、制御装置は、前回のエンジンの運転時、または、前回の変速装置の電
源がオンにされた時に学習したタッチポイントを不揮発性メモリに記憶し、今回学習した
タッチポイントを前回学習したタッチポイントと比較する。このため、エンジンや車両が
停止されていた間に、タッチポイントが変化したことや、タッチポイントがユーザ等によ
って調整されたことを判定することができる。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明に係る車両の変速装置では、シフトダウン側のタッチポイントを高精度に学習で
きる。
　また、シフトスピンドルのランプ応答によってタッチポイントを高精度に学習できる。
　また、クラッチリフト量の特性が、小さな回動角で立ち上がり、且つ、より急な勾配で
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リフトされるものであっても、タッチポイントを高精度に学習できる。
　さらに、エンジンの始動時、または、車両の主電源が供給される度に、タッチポイント
を高精度に学習できる。
　また、エンジンや車両が停止されていた間に、タッチポイントが変化したことを判定で
きる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施の形態に係る自動変速装置を備えた自動二輪車の左側面図である。
【図２】パワーユニットの断面図である。
【図３】ギアチェンジ機構、アクチュエータ機構、チェンジクラッチ及びクラッチ操作機
構を示す断面図である。
【図４】クラッチレバー及びリフターカムプレートの作動状態を示す側面図である。
【図５】チェンジクラッチの断面図である。
【図６】シフトスピンドルの回動角に対するチェンジクラッチのクラッチ容量及びシフト
ドラムの回動角を示す図である。
【図７】シフトスピンドルの回動角に対するリフターカムプレートのリフト量を示す図で
ある。
【図８】シフトダウンする際におけるシフトスピンドルの回動角に対するチェンジクラッ
チのクラッチ容量及びシフトドラムの回動角を示す図である。
【図９】自動変速装置の構成を示すブロック図である。
【図１０】蓄力機構の断面図である。
【図１１】図１０のＸＩ－ＸＩ断面図であり、蓄力機構の周辺部を示す図である。
【図１２】ギアシフトアームを示す図であり、（ａ）は正面図、（ｂ）はＸＩＩ－ＸＩＩ
断面図である。
【図１３】図１０のＸＩＩＩ－ＸＩＩＩ断面図である。
【図１４】図１０のＸＩ－ＸＩ断面図である。
【図１５】シフトダウン用カラーのドグ歯の位置状態を示す図であり、（ａ）は中立状態
であり、（ｂ）～（ｄ）は、順にさらにシフトスピンドルの回動量が増加した状態である
。
【図１６】中立状態よりもシフトアップ方向に進んだ状態を示す図である。
【図１７】蓄力準備状態よりもシフトアップ方向に進んだ状態を示す図である。
【図１８】チェンジ機構の側面図である。
【図１９】チェンジ機構の動作状態を示す図であり、（ａ）は正常にシフトダウン方向に
送り切った状態であり、（ｂ）は（ａ）の状態から中立位置側に戻る状態を示している。
【図２０】タッチポイント学習制御の際におけるシフトスピンドルの回動角と、シフトモ
ーターの駆動デューティと、シフトドラムの回動角と、リフターカムプレートのリフト量
との関係を示す図表である。
【図２１】タッチポイント学習制御の処理のフローチャートである。
【図２２】比較制御の処理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して本発明の一実施の形態について説明する。
　図１は、本発明の実施の形態に係る自動変速装置２５を備えた自動二輪車１０の左側面
図である。
　自動二輪車１０（車両）は、ヘッドパイプ（不図示）に回動可能に軸支されたハンドル
１１と、ハンドル１１により操舵される前輪１２と、駆動輪である後輪１３と、運転者が
着座するシート１４と、後輪１３にチェーン１５を介して駆動力を供給するパワーユニッ
ト１６と、パワーユニット１６の制御を行う制御ユニット１７（制御装置）と、バッテリ
１８とを有する。
【００１１】
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　自動二輪車１０は不図示の車体フレームをベースに構成されており、この車体フレーム
は車体カバー１９により覆われている。制御ユニット１７及びバッテリ１８はシート１４
の下方で、車体カバー１９の内部に配置されている。パワーユニット１６は、前輪１２と
後輪１３の略中間で、シート１４の下方やや前方に設けられている。運転者用のステップ
２０は、パワーユニット１６の下部に左右一対で設けられている。
【００１２】
　次に、パワーユニット１６の構成について説明する。
　図２は、パワーユニット１６の断面図である。図２では、紙面の左右方向が車幅方向、
上方向が車両前方、下方向が車両後方に相当する。
　パワーユニット１６は、走行駆動力を発生するエンジン２１と、発電機２２と、エンジ
ン２１のクランク軸２３に設けられた発進クラッチ２４と、発進クラッチ２４を介して出
力されたクランク軸２３の駆動力を変速して出力する自動変速装置２５（変速装置）とを
備える。
【００１３】
　エンジン２１は、クランクケース２６（ケース部材）、シリンダ２７、及び、シリンダ
ヘッド２８を一体的に結合して構成される。
　図１に示すように、シリンダヘッド２８の吸気ポートには、エアクリーナボックス（不
図示）から延びる吸気管５２が接続される。吸気管５２には、エンジン２１に供給する空
気量を調整する電子制御式のスロットル弁５３が設けられる。吸気管５２においてスロッ
トル弁５３の下流には、燃料噴射弁５４が設けられる。
【００１４】
　クランクケース２６は、クランク軸２３に直交する面で車幅方向に２分割される左右割
りで構成されており、左側の一側ケース半体２６Ｌと、右側の他側ケース半体２６Ｒとを
備える。また、エンジン２１は、一側ケース半体２６Ｌを左側方から覆う発電機カバー２
９と、他側ケース半体２６Ｒを右側方から覆うクラッチカバー３０とを備える。
　一側ケース半体２６Ｌと他側ケース半体２６Ｒとは、合わせ面２６Ｆ（合わせ部）で合
わせられ、車幅方向に延びる複数のケース連結ボルト（不図示）によって結合される。
【００１５】
　クランクケース２６内の前部には、クランク軸２３を収容するクランク室３１が設けら
れ、クランクケース２６内おいてクランク室３１の後方には、変速機室３２が設けられる
。変速機室３２は、クランクケース２６の左側面を構成する一側ケース半体２６Ｌの壁部
３７（ケース部材の壁部、外壁）と、クランクケース２６の右側面を構成する他側ケース
半体２６Ｒの壁部３６（内壁）とによって区画される。
　クランク室３１及び変速機室３２の右側方には、クラッチ室３４が設けられ、クランク
室３１の左側方には、発電機室３５が設けられる。クラッチ室３４は、他側ケース半体２
６Ｒの壁部３６の外側面とクラッチカバー３０の内面とによって区画される。発電機室３
５は、一側ケース半体２６Ｌの壁部３７の外側面と発電機カバー２９の内面とによって区
画される。
【００１６】
　クランク軸２３は、クランクウェブ２３ａと、クランクウェブ２３ａから車幅方向の両
側へ延びる軸部２３ｂとを有する。クランク軸２３は、クランクウェブ２３ａがクランク
室３１内に配置され、軸部２３ｂは、壁部３６及び壁部３７にそれぞれ設けられた軸受け
部３６ａ，３７ａに軸支される。クランクウェブ２３ａには、クランクピンを介してコン
ロッド３８が連結され、コンロッド３８の先端に連結されるピストン３９は、シリンダ２
７のシリンダボア２７ａ内を往復運動する。
　クランク軸２３の軸部２３ｂの一端は、発電機室３５に延び、この一端には発電機２２
のローター２２ａが固定される。発電機２２のステーター２２ｂは、一側ケース半体２６
Ｌに固定される。
【００１７】
　壁部３７は、内側にカムチェーン室４０を備える。シリンダヘッド２８の動弁機構（不
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図示）を駆動するカムチェーン４１は、カムチェーン室４０を通って軸部２３ｂの動弁駆
動スプロケット４２に巻き掛けられる。
　クランク軸２３の軸部２３ｂの他端２３ｃは、クラッチ室３４に延び、遠心式の発進ク
ラッチ２４は、他端２３ｃの先端部に設けられる。
【００１８】
　発進クラッチ２４は、発進時及び停止時にクランク軸２３と自動変速装置２５との間を
接続及び切断する。
　発進クラッチ２４は、クランク軸２３の外周に対して相対回転可能なスリーブ４５の一
端に固定されたカップ状のアウタケース４６と、スリーブ４５の外周に設けられたプライ
マリギア４７と、クランク軸２３の右端部に固定されたアウタプレート４８と、アウタプ
レート４８の外周部にウェイト４９を介して半径方向外側を向くように取り付けられたシ
ュー５０と、シュー５０を半径方向内側に付勢するためのスプリング５１とを有する。発
進クラッチ２４では、エンジン回転数が所定値以下の場合にアウタケース４６とシュー５
０とが離間しており、クランク軸２３と自動変速装置２５との間が遮断状態（動力が伝達
されない切り離し状態）となっている。エンジン回転数が上昇し所定値を超えると、遠心
力によってウェイト４９がスプリング５１に抗して半径方向外側に移動することで、シュ
ー５０がアウタケース４６の内周面に当接する。これにより、アウタケース４６とともに
スリーブ４５がクランク軸２３上に固定され、クランク軸２３の回転がプライマリギア４
７を介して自動変速装置２５に伝達されるようになる。
【００１９】
　自動変速装置２５では、後述のチェンジクラッチ６１の切替え、及び、変速段（シフト
）の切替えが自動で行われる。
　自動変速装置２５は、前進４段の常時噛み合い式の変速機６０と、クランク軸２３側と
変速機６０との間の接続を切り替えるチェンジクラッチ６１（クラッチ）と、チェンジク
ラッチ６１を操作するクラッチ操作機構６２（クラッチ操作部材）と、変速機６０を変速
するギアチェンジ機構６３（チェンジ操作部材）と、クラッチ操作機構６２及びギアチェ
ンジ機構６３を駆動するアクチュエータ機構６４とを備える。アクチュエータ機構６４は
、制御ユニット１７（図１）によって制御される。
【００２０】
　自動変速装置２５は、自動変速（ＡＴ）モードと手動変速（ＭＴ）モードとの切り替え
を行うモードスイッチ１３２ｂ（図９）と、シフトアップ及びシフトダウンを運転者が操
作するシフトセレクトスイッチ１３２ａ（図９）とに接続されている。自動変速装置２５
は、制御ユニット１７の制御により、各センサやモードスイッチ１３２ｂ及びシフトセレ
クトスイッチ１３２ａの出力信号に応じてアクチュエータ機構６４を制御し、変速機６０
の変速段を自動的または半自動的に切り換えることができるように構成されている。
　すなわち、自動変速モードでは、車速等に基づいてアクチュエータ機構６４の制御が行
われ、変速機６０が自動で変速される。手動変速モードでは、シフトセレクトスイッチ１
３２ａが運転者によって操作されることで変速が行われる。
【００２１】
　変速機６０は、チェンジクラッチ６１から供給される回転を、制御ユニット１７の指示
に基づいて変速して後輪１３に伝達する。この変速機６０は、入力軸としてのメイン軸６
５と、メイン軸６５に対して平行配置されたカウンタ軸６６と、メイン軸６５に設けられ
た駆動ギア６７ａ，６７ｂ，６７ｃ，６７ｄ（駆動ギア列）と、カウンタ軸６６に設けら
れた被動ギア６８ａ，６８ｂ，６８ｃ，６８ｄ（被動ギア列）とを有する。駆動ギア６７
ａ，６７ｂ，６７ｃ，６７ｄ及び被動ギア６８ａ，６８ｂ，６８ｃ，６８ｄは常時噛み合
い式歯車である。
　駆動ギア６７ａ，６７ｂ，６７ｃ，６７ｄは、この順に被動ギア６８ａ，６８ｂ，６８
ｃ，６８ｄと噛合している。駆動ギア６７ｂは左右にスライドしたとき、隣接する駆動ギ
ア６７ａ又は６７ｃに側面のドグ歯が係合し、被動ギア６８ｃは左右にスライドしたとき
、隣接する被動ギア６８ｂ又は６８ｄに側面のドグ歯が係合する。
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【００２２】
　駆動ギア６７ａ，６７ｃ（駆動側フリーギア）及び被動ギア６８ｂ，６８ｄ（被動側フ
リーギア）は、メイン軸６５及びカウンタ軸６６に対してそれぞれ回転自在に保持される
とともに軸方向に移動不能なフリーギアである。
　駆動ギア６７ｂ（駆動側シフターギア）及び被動ギア６８ｃ（被動側シフターギア）は
、メイン軸６５及びカウンタ軸６６に対して回転不能にスプライン結合され軸方向にスラ
イド可能なシフターギアである。
　駆動ギア６７ｄ及び被動ギア６８ａはメイン軸６５及びカウンタ軸６６に固定された固
定ギアである。
【００２３】
　例えば、シフターギアである駆動ギア６７ｂが、ギアチェンジ機構６３によってフリー
ギアである駆動ギア６７ｃ側にスライドされると、駆動ギア６７ｂ及び駆動ギア６７ｃの
互いに対向する側面に立設されたドグ歯６７ｂ１，６７ｃ１同士が互いの側部で噛み合う
ことで、駆動ギア６７ｂと駆動ギア６７ｃとが結合される。これにより、フリーギアであ
る駆動ギア６７ｃは、メイン軸６５に対し相対回転不能な駆動ギア６７ｂによってメイン
軸６５上に回転不能に固定され、駆動ギア６７ｃ及び被動ギア６８ｃによる変速段が確立
される。ドグ歯６７ｂ１，６７ｃ１はそれぞれ周方向に間隔をあけて複数形成されており
、駆動ギア６７ｂと駆動ギア６７ｃとを係脱可能に結合するドグクラッチ６７Ｄｃを構成
する。
　また、被動ギア６８ｃ及び被動ギア６８ｂは、互いに対向する側面に立設されたドグ歯
６８ｃ１，６８ｂ１をそれぞれ備える。ドグ歯６８ｃ１，６８ｂ１はそれぞれ周方向に間
隔をあけて複数形成されており、被動ギア６８ｃと被動ギア６８ｂとを係脱可能に結合す
るドグクラッチ６８Ｄｃを構成する。
　また、駆動ギア６７ｂと駆動ギア６７ａと、及び、被動ギア６８ｃと被動ギア６８ｄと
は、側面に設けられた同様のドグクラッチによってそれぞれ係脱可能に結合する。
【００２４】
　メイン軸６５は、ベアリング７１ａ，７１ｂによって回転自在に支持され、カウンタ軸
６６は、７１ｃ，７１ｄによって回転自在に支持される。
　カウンタ軸６６の端部にはドライブスプロケット７２が設けられ、ドライブスプロケッ
ト７２はチェーン１５を介して後輪１３に回転を伝達する。また、カウンタ軸６６の近傍
には、非接触でカウンタ軸６６の回転数を検出するカウンタ軸回転数センサ７３（図９）
が設けられている。制御ユニット１７は、カウンタ軸回転数センサ７３の検出値から車速
を算出する。さらに、メイン軸６５の近傍には、非接触でメイン軸６５の回転数を検出す
るメイン軸回転数センサ６５ａ（図９）が設けられている。
【００２５】
　図３は、チェンジクラッチ６１及びクラッチ操作機構６２を示す断面図である。
　図２及び図３を参照し、アクチュエータ機構６４は、アクチュエータとしてのシフトモ
ーター７５（モーター）と、クランクケース２６内を車幅方向に延びるシフトスピンドル
７６（スピンドル部材）と、シフトモーター７５の回転を減速してシフトスピンドル７６
を駆動する減速歯車列７７とを備える。減速歯車列７７の軸方向の一端は、一側ケース半
体２６Ｌの壁部３７の外側面に支持され、他端は、壁部３７を外側方から覆うカバー７８
に支持される。
　シフトスピンドル７６は、クラッチ室３４を貫通して設けられており、カバー７８及び
クラッチカバー３０にそれぞれ設けられたベアリング７８ａ，３０ａに両端を軸支される
とともに、一側ケース半体２６Ｌの壁部３７に設けられたベアリング３７ｂによっても途
中部を軸支される。クラッチカバー３０には、シフトスピンドル７６の回転位置を検出す
るシフトスピンドル角センサ７９（スピンドル角センサ）が設けられている。
【００２６】
　ギアチェンジ機構６３は、駆動ギア６７ｂ及び被動ギア６８ｃをスライドさせることで
変速段を変更するチェンジ機構８９と、シフトスピンドル７６の回転によって後述の蓄力
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スプリング１４５（図１０）に蓄力した後、この蓄力を開放してチェンジ機構８９を一気
に回動させる蓄力機構８１とを備える。シフトスピンドル７６は、ギアチェンジ機構６３
及びクラッチ操作機構６２に共有される。
　チェンジ機構８９は、シフトスピンドル７６に支持されて蓄力機構８１によって回動さ
せられるマスターアーム８０と、マスターアーム８０の回動に連動して回動するシフトド
ラム７０（図１３）と、シフトドラム７０をシフターギアである駆動ギア６７ｂと被動ギ
ア６８ｃとに接続するシフトフォーク６９ａ，６９ｂと、シフトフォーク６９ａ，６９ｂ
を軸方向にスライド自在に保持する支持軸（不図示）とを備える。
【００２７】
　シフトドラム７０は、シフトパターンに応じた形状の複数のリード溝７０ａ（図１３）
を外周部に備え、シフトフォーク６９ａ，６９ｂの一端（端部）はリード溝７０ａに接続
されている。
　シフトドラム７０がアクチュエータ機構６４により駆動されて回転すると、シフトフォ
ーク６９ａ，６９ｂはシフトドラム７０のリード溝７０ａに沿って軸方向に移動し、駆動
ギア６７ｂ及び被動ギア６８ｃは変速段に応じてスライドする。
　変速機６０では、駆動ギア６７ｂ及び被動ギア６８ｃのスライドに応じて、メイン軸６
５及びカウンタ軸６６間で、ニュートラル状態、または、１速～４速の何れかの変速歯車
対を選択的に用いた動力伝達が可能となる。
【００２８】
　クラッチ操作機構６２は、シフトスピンドル７６上に固定されるクラッチレバー８２と
、メイン軸６５と略同軸の位置関係でクラッチカバー３０の内面に固定される支持軸８３
と、支持軸８３に固定される板状のベース部材８４と、クラッチレバー８２に連結される
とともに、ベース部材８４に対向して設けられる操作部材であるリフターカムプレート８
５と、リフターカムプレート８５とベース部材８４との間に狭持される複数のボール８６
とを備える。
【００２９】
　クラッチレバー８２は、蓄力機構８１に隣接してシフトスピンドル７６上に設けられる
筒部８２ａと、筒部８２ａから径方向外側に延出するレバー部８２ｂとを有する。クラッ
チレバー８２は、シフトスピンドル７６と一体に回転する。
　リフターカムプレート８５は、ベース部材８４に面する押圧操作部８５ａと、押圧操作
部８５ａから延びてクラッチレバー８２のレバー部８２ｂに連結される連結アーム部８５
ｂと、連結アーム部８５ｂに形成されるカム孔部８５ｃとを備える。リフターカムプレー
ト８５は、クラッチレバー８２のレバー部８２ｂの先端に設けられたピン８７がカム孔部
８５ｃに挿通されることでクラッチレバー８２に連結される。
【００３０】
　押圧操作部８５ａ及びベース部材８４の互いに対向する面には、斜面状のカム部８５ｄ
，８４ａがそれぞれ形成されており、ボール８６は、カム部８５ｄ，８４ａの間に狭持さ
れている。リフターカムプレート８５は、中央に設けられたガイド穴８５ｅに、ベース部
材８４のガイド軸８４ｂが嵌合することで、軸方向の移動をガイドされる。また、押圧操
作部８５ａの先端部には、ボールベアリング８８が設けられており、リフターカムプレー
ト８５は、ボールベアリング８８を介してチェンジクラッチ６１に接続される。
【００３１】
　クラッチレバー８２が回動されると、リフターカムプレート８５は、ピン８７を介して
ガイド軸８４ｂを中心に回動され、カム部８５ｄがボール８６に対して滑ることで、軸方
向に移動（リフト）する。チェンジクラッチ６１は、リフターカムプレート８５の軸方向
の移動に連動して、接続及び切断される。リフターカムプレート８５は、シフトスピンド
ル７６が、通常位置からシフトアップ方向及びシフトダウン方向のいずれに回動した場合
であっても、クラッチを切断する方向に移動する。
【００３２】
　図４は、クラッチレバー８２及びリフターカムプレート８５の作動状態を示す側面図で
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ある。
　リフターカムプレート８５のカム孔部８５ｃは、連結アーム部８５ｂの長手方向に沿っ
て屈曲した形状に形成されている。シフトスピンドル７６の回動に伴ってクラッチレバー
８２のピン８７がカム孔部８５ｃ内を移動することで、リフターカムプレート８５が回動
する。すなわち、カム孔部８５ｃの形状によってリフターカムプレート８５の単位回動量
あたりの軸方向の移動量を設定することができ、これにより、チェンジクラッチ６１の断
接の特性を調整できる。
【００３３】
　シフトスピンドル７６は、シフトアップ及びシフトダウンの動作をしていない通常時に
は、中立位置にある。中立位置では、クラッチレバー８２はシフトスピンドル７６から略
鉛直に上方へ延びており、ピン８７は、カム孔部８５ｃの途中に位置する。
　シフトアップする場合、シフトスピンドル７６は、中立位置から図４の時計回り方向（
シフトアップ方向）に回動され、ピン８７は、カム孔部８５ｃの内端部８５ｃ１に位置す
る。
　シフトダウンする場合、シフトスピンドル７６は、中立位置から図４の反時計回り方向
（シフトダウン方向）に回動され、ピン８７は、カム孔部８５ｃの外端部８５ｃ２に位置
する。
【００３４】
　シフトアップを行う場合、制御ユニット１７は、シフトモーター７５を回転させ、シフ
トスピンドル７６をシフトアップ方向に回転させる。シフトスピンドル７６の回転に伴い
、蓄力機構８１の蓄力が開始され、シフトスピンドル７６が所定量回転すると、クラッチ
レバー８２の回動によりチェンジクラッチ６１が切断される。チェンジクラッチ６１の切
断に伴い蓄力が開放され、マスターアーム８０が回動することでシフトドラム７０が回転
し、ギア位置が一段だけシフトアップされる。
　また、シフトダウンを行う場合、制御ユニット１７は、シフトモーター７５を回転させ
、シフトスピンドル７６をシフトダウン方向に回転させる。シフトダウン時には、蓄力機
構８１による蓄力は行われない。シフトダウン時には、シフトスピンドル７６の回転に伴
い、クラッチレバー８２が回動してチェンジクラッチ６１が切断され、その後、マスター
アーム８０がシフトダウン方向に回動する。これにより、シフトドラム７０が回転し、ギ
ア位置が一段だけシフトダウンされる。
【００３５】
　シフトアップ及びシフトダウンする際は、変速操作後に、シフトスピンドル７６は逆回
転され、マスターアーム８０は中立位置に復帰するとともに、チェンジクラッチ６１が接
続される。
　本第実施の形態では、１つのシフトモーター７５によって回転させられる単一のシフト
スピンドル７６によって、ギアチェンジ機構６３及びクラッチ操作機構６２の両方が駆動
されるため、シフトモーター７５が１つで良く、構造をシンプルにできる。
【００３６】
　図２に示すように、クラッチ室３４内に延びたメイン軸６５の軸端上には、クランク軸
２３側のプライマリギア４７に噛み合うプライマリドリブンギア９０が設けられている。
プライマリドリブンギア９０は、メイン軸６５に対して相対回転可能に軸支されており、
チェンジクラッチ６１は、プライマリドリブンギア９０に接続されている。
　図５は、チェンジクラッチ６１の断面図である。ここで、図５では、チェンジクラッチ
６１が完全に接続された状態が示されている。
　チェンジクラッチ６１は、プライマリドリブンギア９０に固定されるカップ状のクラッ
チアウタ９１と、クラッチアウタ９１の径方向内側に設けられ、メイン軸６５に一体に固
定される円板状のクラッチセンタ９２と、クラッチアウタ９１の径方向内側に設けられ、
メイン軸６５の軸方向に移動可能なプレッシャプレート９３と、プレッシャプレート９３
とクラッチセンタ９２との間に設けられるクラッチ板９４と、クラッチを接続する方向に
プレッシャプレート９３を付勢するメインスプリング９５と、クラッチセンタ９２とリフ
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ターカムプレート８５との間に配置されるリフタープレート９６と、リフタープレート９
６とリフターカムプレート８５との間に配置されるサブリフタープレート９７とを備える
。
【００３７】
　また、チェンジクラッチ６１は、クラッチセンタ９２とサブリフタープレート９７との
間に挟持されるサブスプリング９８と、クラッチセンタ９２とリフタープレート９６との
間に挟持される第２のサブスプリング９９と、バックトルクリミット部材１１０とを備え
る。
　クラッチセンタ９２とプレッシャプレート９３とは組み合されて一体となり、クラッチ
アウタ９１の内側に配置されるクラッチインナを構成する。
　クラッチアウタ９１は、プライマリドリブンギア９０の外側面に一体に固定されており
、プライマリドリブンギア９０と一体にメイン軸６５に対して相対回転可能である。
　クラッチセンタ９２は、メイン軸６５にスプライン嵌合してナット１００によって固定
されており、メイン軸６５に対し、相対回転不能且つ軸方向に移動不能である。
【００３８】
　プレッシャプレート９３は、クラッチアウタ９１の筒状部の内側に配置され、クラッチ
センタ９２の軸部に嵌合して軸方向に移動可能に設けられている。プレッシャプレート９
３は、クラッチセンタ９２を貫通してリフタープレート９６に接続される円筒状のレリー
ズボス１０１を複数備える。
　クラッチ板９４は、クラッチセンタ９２とプレッシャプレート９３との間に挟持される
。
　クラッチ板９４は、クラッチアウタ９１に設けられる外側摩擦板９４ａと、クラッチセ
ンタ９２に設けられる内側摩擦板９４ｂとを備え、外側摩擦板９４ａ及び内側摩擦板９４
ｂは、プレッシャプレート９３とクラッチセンタ９２との間に交互に複数枚重ねて配置さ
れている。各外側摩擦板９４ａは、クラッチアウタ９１の筒状部にスプライン嵌合によっ
て支持されており、クラッチアウタ９１の軸方向に移動可能且つクラッチアウタ９１に対
して回転不能に設けられている。
　各内側摩擦板９４ｂは、プレッシャプレート９３の内側円筒部９３ａの外周部にスプラ
イン嵌合して支持されており、プレッシャプレート９３の軸方向に移動可能且つプレッシ
ャプレート９３に対して回転不能に設けられている。
【００３９】
　バックトルクリミット部材１１０は、板状に形成されており、プレッシャプレート９３
の内側円筒部９３ａの内側にプレッシャプレート９３と一体に固定されている。
　バックトルクリミット部材１１０と、クラッチセンタ９２に固定されるリフターピン１
１１とは、バックトルクリミッタ機構を構成する。バックトルクリミッタ機構は、例えば
、特開平８－９３７８６号公報に記載された公知のものであり、順方向の動力伝達とは逆
方向に所定値以上のトルクが作用した場合に、クラッチを接続状態から半クラッチ状態に
する機構である。
【００４０】
　バックトルクリミット部材１１０は、プレッシャプレート９３を貫通してリフターピン
１１１に係合するカム部１１０ａを備える。後輪１３側から所定値以上のバックトルクが
作用すると、プレッシャプレート９３がクラッチセンタ９２に対して相対回転することで
、カム部１１０ａがリフターピン１１１上を摺動し、プレッシャプレート９３はクラッチ
切断方向に移動する。バックトルクリミッタ機構によれば、バックトルクに起因する変速
ショックを低減できる。
【００４１】
　メインスプリング９５は、クラッチセンタ９２に設けられたリテーナ１１２とバックト
ルクリミット部材１１０との間に挟持されている。メインスプリング９５は、プレッシャ
プレート９３とクラッチセンタ９２とでクラッチ板９４を狭持する方向、すなわち、クラ
ッチを接続する方向へプレッシャプレート９３を付勢している。
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　プレッシャプレート９３のレリーズボス１０１は、基端部１０１ａ側よりも小径に形成
されたガイド軸部１０１ｂを先端部に有し、ガイド軸部１０１ｂの先端面には、ガイド軸
部１０１ｂよりも大径のストッパ板１０２がボルト１０３で締結されている。基端部１０
１ａの先端面には、ストッパ板１０２に対向する段部１０１ｃが形成されている。
【００４２】
　リフタープレート９６は、クラッチセンタ９２に対向する板状のリング部１０５と、リ
ング部１０５の中央に設けられるスプリング通し孔１０５ａと、リング部１０５からリフ
ターカムプレート８５側に突出するリフタープレート側ボス１０６とを備える。
　リフタープレート側ボス１０６は、リフタープレート９６の周方向に略等間隔をあけて
複数並べて形成されている。リフタープレート側ボス１０６は、リング部１０５を貫通す
る円筒状に形成されており、レリーズボス１０１のガイド軸部１０１ｂが挿通される孔部
１０６ａと、サブリフタープレート９７が嵌合する外周部１０６ｂとを備える。
【００４３】
　リフタープレート９６は、リフタープレート側ボス１０６が、レリーズボス１０１のガ
イド軸部１０１ｂに摺動可能に挿通されて組み付けされ、ストッパ板１０２と段部１０１
ｃとの間に配置される。
　第２のサブスプリング９９は、クラッチセンタ９２の外側面とリフタープレート９６と
の間に挟持されており、リフタープレート９６をストッパ板１０２側に押し付けるように
付勢している。クラッチ接続状態では、リフタープレート９６は、第２のサブスプリング
９９の付勢力によって、ガイド軸部１０１ｂの先端面がストッパ板１０２に当接させられ
ており、リング部１０５と段部１０１ｃとの間には隙間Ｇ２が形成されている。
　すなわち、第２のサブスプリング９９は、リフタープレート９６及びストッパ板１０２
を介してプレッシャプレート９３をクラッチセンタ９２側に押し付けており、クラッチを
接続する方向にプレッシャプレート９３を付勢している。
【００４４】
　サブリフタープレート９７は、リフタープレート９６に対向するリング状の押圧プレー
ト部１１３と、押圧プレート部１１３の中央の内周縁からリフターカムプレート８５側へ
突出する円筒状の円管状部１１４とを備える。円管状部１１４は、メイン軸６５と略同軸
に設けられる。
　押圧プレート部１１３は、リフタープレート９６のリフタープレート側ボス１０６が嵌
まる孔部１１３ａを備える。孔部１１３ａは、各リフタープレート側ボス１０６に対応す
る位置に複数形成される。ボールベアリング８８は、円管状部１１４の先端部に嵌合され
る。
【００４５】
　サブリフタープレート９７は、孔部１１３ａがリフタープレート９６のリフタープレー
ト側ボス１０６に摺動可能に挿通されて組み付けされ、サブリフタープレート９７の押圧
プレート部１１３は、ストッパ板１０２とリフタープレート９６のリング部１０５との間
に配置される。
　サブスプリング９８は、クラッチセンタ９２とサブリフタープレート９７の円管状部１
１４に形成された受け部１１４ａとの間に挟持されており、サブリフタープレート９７を
ストッパ板１０２側に押し付けるように付勢している。
　クラッチ接続状態では、サブリフタープレート９７は、サブスプリング９８の付勢力に
よって、押圧プレート部１１３がストッパ板１０２に当接させられており、押圧プレート
部１１３とリング部１０５との間には隙間Ｇ１が形成されている。
　すなわち、サブスプリング９８は、ストッパ板１０２を介してプレッシャプレート９３
をクラッチセンタ９２側に押し付けており、クラッチを接続する方向にプレッシャプレー
ト９３を付勢している。
【００４６】
　図５に示すクラッチ接続状態では、メインスプリング９５、第２のサブスプリング９９
及びサブスプリング９８の付勢力によってクラッチ板９４が狭持され、プライマリギア４
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７によって回転させられるクラッチアウタ９１の回転を、クラッチ板９４を介してクラッ
チセンタ９２に伝達可能になり、メイン軸６５がクラッチセンタ９２と一体に回転される
。
　リフターカムプレート８５を介し、メインスプリング９５、第２のサブスプリング９９
及び第２のサブスプリング９９の付勢力に抗してプレッシャプレート９３がプライマリド
リブンギア９０側に移動させられると、クラッチ板９４の狭持が解除され、クラッチ切断
状態となる。
【００４７】
　図６は、シフトスピンドル７６の回動角に対するチェンジクラッチ６１のクラッチ容量
及びシフトドラム７０の回動角を示す図である。なお、以下の説明では、シフトスピンド
ル７６の回転の正の方向はシフトアップ方向であり、シフトスピンドル７６の回転の負の
方向はシフトダウン方向である。
　図６に示すように、本実施の形態では、チェンジクラッチ６１の容量が、シフトスピン
ドル７６の回動角に応じてクラッチ容量に寄与するスプリングが変更されることで可変と
なっている。詳細には、クラッチ容量は、メインスプリング９５、第２のサブスプリング
９９及び第２のサブスプリング９９の付勢力によってクラッチ容量が決まる最大容量Ｃ１
（クラッチ全容量状態）と、メインスプリング９５及び第２のサブスプリング９９の付勢
力によってクラッチ容量が決まる第１の中間容量Ｃ２（半クラッチ状態）と、メインスプ
リング９５のみの付勢力によってクラッチ容量が決まる第２の中間容量Ｃ３と、メインス
プリング９５の付勢力の全部が除かれた切断容量Ｃ４（クラッチ切断状態）との複数の段
階に可変である。チェンジクラッチ６１は、第１の中間容量Ｃ２及び第２の中間容量Ｃ３
となる際は、いわゆる半クラッチ状態となる。
【００４８】
　クラッチ容量の最大容量Ｃ１は、図５に示すクラッチ接続状態で得られ、この状態では
、リフタープレート９６及びサブリフタープレート９７の両方が、ストッパ板１０２に当
接しており、第２のサブスプリング９９及びサブスプリング９８の付勢力が、プレッシャ
プレート９３に伝達されている。このため、プレッシャプレート９３がクラッチ板９４を
押圧する付勢力は、メインスプリング９５、第２のサブスプリング９９及びサブスプリン
グ９８の付勢力（荷重）を足し合わせたものとなり、最大となる。
　すなわち、サブリフタープレート９７及びストッパ板１０２は、サブスプリング９８の
付勢力をプレッシャプレート９３に伝達する第１のサブスプリング荷重伝達経路Ｓ１を構
成する。また、リフタープレート９６及びストッパ板１０２は、第２のサブスプリング９
９の付勢力をプレッシャプレート９３に伝達する第２のサブスプリング荷重伝達経路Ｓ２
を構成する。
【００４９】
　アクチュエータ機構６４（図２）によるシフトスピンドル７６の回転に伴いリフターカ
ムプレート８５がクラッチ切断方向に移動すると、サブリフタープレート９７は、サブス
プリング９８の付勢力に抗してリフタープレート側ボス１０６に沿ってリング部１０５側
へリフトされ、ストッパ板１０２から離れる。
　シフトスピンドル７６の角度が回動角θ１（図６）で、サブリフタープレート９７がス
トッパ板１０２から離れることで、第１のサブスプリング荷重伝達経路Ｓ１は遮断され、
サブスプリング９８の付勢力は、プレッシャプレート９３に伝達されなくなり、クラッチ
容量は、メインスプリング９５及び第２のサブスプリング９９によって決定されるように
なる。このため、サブリフタープレート９７がストッパ板１０２から離れた瞬間に、図６
に示すように、クラッチ容量は最大容量Ｃ１から第１の中間容量Ｃ２に低下する。
【００５０】
　サブリフタープレート９７がストッパ板１０２から離れた後、リフターカムプレート８
５の移動が継続されると、サブリフタープレート９７は、隙間Ｇ１（図５）を小さくする
ようにリング部１０５側へさらに移動を継続する。サブリフタープレート９７の押圧プレ
ート部４２０がストッパ板１０２から離れてからリング部１０５に当接するまでの区間が



(14) JP 6190410 B2 2017.8.30

10

20

30

40

50

第１の中間容量Ｃ２の区間である。すなわち、隙間Ｇ１の大きさに相当するリフターカム
プレート８５のリフト量の区間で、第１の中間容量Ｃ２が得られる。
【００５１】
　第１の中間容量Ｃ２の区間では、サブリフタープレート９７の移動は、リング部１０５
に対する相対移動であり、メインスプリング９５及び第２のサブスプリング９９の荷重に
影響しない。このため、図６に示すように、第１の中間容量Ｃ２の区間では、メインスプ
リング９５及び第２のサブスプリング９９よってクラッチ容量が決まり、第１の中間容量
Ｃ２は一定である。本実施の形態では、隙間Ｇ１による遊びが設けられているため、第１
の中間容量Ｃ２を得られる区間を長くでき、部品や制御手法を高精度にしなくとも、クラ
ッチの中間容量を容易に設定値に合わせることができる。
【００５２】
　第１の中間容量Ｃ２の状態からリフターカムプレート８５がクラッチ切断方向にさらに
リフトされると、サブリフタープレート９７の押圧プレート部１１３がリング部１０５に
当接し、第１の中間容量Ｃ２の区間が終了する。その後、この状態からリフターカムプレ
ート８５がクラッチ切断方向にさらに移動すると、リフタープレート９６は、サブリフタ
ープレート９７を介して押圧され、第２のサブスプリング９９の付勢力に抗してガイド軸
部１０１ｂに沿って段部１０１ｃ側へリフトされ、ストッパ板１０２から離れる。
【００５３】
　シフトスピンドル７６の角度が回動角θ２（図６）で、リフタープレート９６のリフタ
ープレート側ボス１０６の先端がストッパ板１０２から離れることで、第２のサブスプリ
ング荷重伝達経路Ｓ２は遮断され、第２のサブスプリング９９の付勢力は、プレッシャプ
レート９３に伝達されなくなり、クラッチ容量は、メインスプリング９５のみによって決
定されるようになる。このため、リフタープレート９６がストッパ板１０２から離れた瞬
間に、図６に示すように、クラッチ容量は第１の中間容量Ｃ２から第２の中間容量Ｃ３に
低下する。
【００５４】
　リフタープレート９６がストッパ板１０２から離れた後、リフターカムプレート８５の
移動が継続されると、リフタープレート９６は、隙間Ｇ２を小さくするように段部１０１
ｃ側へさらに移動を継続する。リフタープレート９６がストッパ板１０２から離れてから
段部１０１ｃに当接するまでの区間が第２の中間容量Ｃ３の区間である。すなわち、隙間
Ｇ２の大きさに相当するリフターカムプレート８５のリフト量の区間で、第２の中間容量
Ｃ３が得られる。
【００５５】
　第２の中間容量Ｃ３の区間では、リフタープレート９６の移動は、段部１０１ｃに対す
る相対移動であり、メインスプリング９５の荷重に影響しない。このため、図６に示すよ
うに、第２の中間容量Ｃ３の区間では、メインスプリング９５のみよってクラッチ容量が
決まり、第２の中間容量Ｃ３は一定である。本実施の形態では、隙間Ｇ２による遊びが設
けられているため、第２の中間容量Ｃ３を得られる区間を長くでき、部品や制御手法を高
精度にしなくとも、クラッチの中間容量を容易に設定値に合わせることができる。
【００５６】
　第２の中間容量Ｃ３の状態からリフターカムプレート８５がクラッチ切断方向にさらに
リフトされると、リフタープレート９６が段部１０１ｃに当接し、第２の中間容量Ｃ３の
区間が終了する。その後、シフトスピンドル７６の角度が回動角θ３（図６）で、リフタ
ーカムプレート８５がクラッチ切断方向にさらに移動すると、プレッシャプレート９３は
、サブリフタープレート９７及びリフタープレート９６を介して押圧される。これにより
、プレッシャプレート９３は、メインスプリング９５の付勢力に抗してクラッチ切断方向
に移動して、プレッシャプレート９３がクラッチ板９４から離れ、クラッチは切断される
。
【００５７】
　制御ユニット１７は、自動変速する際、カウンタ軸６６のトルクに基づいて、アクチュ
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エータ機構６４を駆動し、変速ショックを低減できるクラッチ容量を選択する。クラッチ
容量の選択は、シフトスピンドル７６を所定の回動角に制御することで選択可能である。
例えば、１速から２速にシフトアップする際、制御ユニット１７は、検出した変速前のカ
ウンタ軸６６のトルクに基づいて、変速ショックを低減するように、最大容量Ａ、第１の
中間容量Ｃ２、及び第２の中間容量Ｃ３のいずれかのクラッチ容量を選択し、変速機６０
の歯車列を変速後、上記選択したクラッチ容量でチェンジクラッチ６１を接続する。具体
的には、チェンジクラッチ６１のクラッチ容量が、変速前のカウンタ軸６６のトルクと変
速後のカウンタ軸６６のトルクとの間やそのバンドから比較的離れない値になるようにク
ラッチ容量が選択される。
　これにより、チェンジクラッチ６１によるカウンタ軸６６側とクランク軸２３側との間
の回転差吸収を適切に行うことができ、変速ショックを低減できる。ここで、変速の前後
におけるカウンタ軸６６のトルクは、例えば、エンジン回転数、スロットル開度及びカウ
ンタ軸６６のトルクの関係を記憶したマップに基づいて求められる。
【００５８】
　図７は、シフトスピンドル７６の回動角に対するリフターカムプレート８５のリフト量
（クラッチリフト量）を示す図である。また、図７では、シフトアップ側においては、シ
フトスピンドル７６の回動角に対するクラッチスプリングの荷重が示されている。
　図７に示すように、シフトアップ側のリフターカムプレート８５のリフト特性は、シフ
トスピンドル７６の中立位置（０°）から所定角までの回動に対してリフト量が増加しな
い遊び区間Ｕ１と、シフトスピンドル７６の回動量の増加に対して略線形にリフト量が増
加するリフト区間Ｕ２とを有する。
【００５９】
　シフトダウン側のリフターカムプレート８５のリフト特性は、シフトスピンドル７６の
中立位置（０°）から所定角までの回動に対してリフト量が増加しない遊び区間Ｄ１と、
シフトスピンドル７６の回動量の増加に対して略線形にリフト量が増加するリフト区間Ｄ
２と、シフトスピンドル７６の回動量の増加に対してリフト区間Ｄ２よりも緩い傾斜で略
線形にリフト量が増加するリフト区間Ｄ３とを有する。
　遊び区間Ｄ１は、遊び区間Ｕ１よりも小さく設定されている。リフト区間Ｄ２では、リ
フト区間Ｕ２よりも大きな傾斜でリフターカムプレート８５のリフト量が増加する。
　リフターカムプレート８５のリフト特性は、リフターカムプレート８５のカム孔部８５
ｃやクラッチレバー８２のカム孔部８５ｃの形状を調整することによって所望の特性に設
定される。本実施の形態では、シフトスピンドル７６の回動量の増加に対してリフターカ
ムプレート８５のリフト量が線形に増加するように設定されている。
【００６０】
　図７に示されるシフトアップ側のクラッチスプリングの荷重Ｐは、シフトスピンドル７
６をシフトアップ方向に回動させた際にチェンジクラッチ６１からリフターカムプレート
８５が受ける反力であり、チェンジクラッチ６１を切断して行くのに要する力である。荷
重Ｐの変化は、図６に示すクラッチ容量の変化に対応するため、対応する区間に符号を付
する。荷重Ｐは、クラッチ容量の段階的な減少に対応して段階的に増加する。
　隙間Ｇ２が０になった後にわずかにシフトスピンドル７６がクラッチ切断方向に回動し
た回動角θ３は、クラッチが切断されるシフトスピンドル７６の回動位置である。回動角
θ３でのリフターカムプレート８５のリフト量は、クラッチが切断される切断リフト量Ｌ
ｄである。
　切断リフト量Ｌｄは、シフトアップ方向及びシフトダウン方向で同一である。リフト区
間Ｄ２では、リフト区間Ｕ２よりも急激にリフターカムプレート８５のリフト量が増加す
るため、シフトダウン方向では、シフトアップ方向よりも少ないシフトスピンドル７６の
回動量で、クラッチが切断される。
【００６１】
　図６に示すように、シフトアップする際には、クラッチが切断される前の段階から蓄力
機構８１による蓄力が開始され、回動角θ３でクラッチの切断により変速機６０によるチ



(16) JP 6190410 B2 2017.8.30

10

20

30

40

50

ェンジ機構８９の拘束が解除され、蓄力機構８１の蓄力によってシフトドラム７０が一気
に回動されてシフトアップが行われる。蓄力機構８１が蓄力する蓄力区間Ｅは、回動角θ
１と回動角θ２との間の回動角θａｓから回動角θ３までの区間である。
【００６２】
　図８は、シフトダウンする際におけるシフトスピンドル７６の回動角に対するチェンジ
クラッチ６１のクラッチ容量及びシフトドラム７０の回動角を示す図である。
　シフトダウンする際には、クラッチ容量の段階的な制御は行われず、シフトスピンドル
７６の回動により、チェンジクラッチ６１は切断容量Ｃ４まで一気に切断される。
　チェンジクラッチ６１が完全に切断されてからシフトスピンドル７６が所定量Ｆだけさ
らにシフトダウン方向に回動すると、マスターアーム８０を介してシフトドラム７０の回
動が開始され、シフトダウンが実行される。
　シフトダウンの際の変速ショックは、前記バックトルクリミッタ機構によって低減され
る。
【００６３】
　図９は、自動変速装置２５の構成を示すブロック図である。
　図９に示すように、自動変速装置２５は、発進クラッチ２４、プライマリギア４７、チ
ェンジクラッチ６１、メイン軸６５、変速機６０、カウンタ軸６６、チェーン１５、ドラ
イブスプロケット７２及び後輪１３を備える駆動伝達部１３０と、変速機６０及びチェン
ジクラッチ６１を機械的に操作するアクチュエータ機械部５５と、電装部１３１と、エン
ジン２１の運転を直接的に制御するエンジン運転制御部１３３とを備える。
　駆動伝達部１３０は、クランク軸２３の動力を後輪１３まで機械的に伝達する。
【００６４】
　アクチュエータ機械部５５は、シフトモーター７５と、シフトスピンドル７６と、ギア
チェンジ機構６３と、蓄力機構８１と、チェンジ機構８９と、クラッチ操作機構６２とを
備える。
　エンジン運転制御部１３３は、スロットル弁５３、燃料噴射弁５４、及び、点火プラグ
５７を備える。
　スロットル弁５３は、電子制御式であり、制御ユニット１７により制御されるスロット
ル弁駆動モータ（不図示）により駆動される。詳細には、制御ユニット１７は、ハンドル
１１に設けられて運転者が操作するスロットルグリップ（不図示）の操作量をセンサで検
出し、この操作量に応じて上記スロットル弁駆動モーターを駆動し、スロットル弁５３の
開度を調整する。
　点火プラグ５７は、不図示のイグニションコイル駆動部およびイグニションコイルを介
して制御ユニット１７に接続される。
　電装部１３１は、制御ユニット１７と、エンジン回転数センサ５８と、シフトスピンド
ル角センサ７９と、ドラム角センサ７０ｂと、スロットルポジションセンサ１３４と、カ
ウンタ軸回転数センサ７３と、メイン軸回転数センサ６５ａと、ハンドル１１に設けられ
るハンドルスイッチ１３２とを備える。
【００６５】
　制御ユニット１７は、ＣＰＵと、ＲＯＭおよびＲＡＭ等から成る記憶部とを有し、記憶
部内の制御マップ等の制御情報に基づいて、アクチュエータ機械部５５及びエンジン運転
制御部１３３を制御する。
　エンジン回転数センサ５８は、クランク軸２３の回転数を制御ユニット１７に出力する
。
　制御ユニット１７は、シフトスピンドル角センサ７９の検出値から、変速機６０の状態
、すなわち変速機６０が変速中であるか否かを判定できる。
　ドラム角センサ７０ｂは、シフトドラム７０の回転角を制御ユニット１７に出力し、制
御ユニット１７は、この回転角から現在のギア位置（変速段）を判定する。
　スロットルポジションセンサ１３４は、スロットル弁５３の開度を制御ユニット１７に
出力する。
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　ハンドルスイッチ１３２は、モードスイッチ１３２ｂ及びシフトセレクトスイッチ１３
２ａを備える。
【００６６】
　制御ユニット１７は、エンジン回転数センサ５８、シフトスピンドル角センサ７９、ド
ラム角センサ７０ｂ、スロットルポジションセンサ１３４、及び、カウンタ軸回転数セン
サ７３からの信号に基づいて、シフトモーター７５を制御し、変速操作及びクラッチ操作
を自動で行う。
　また、制御ユニット１７は、前記スロットルグリップの操作量に応じて、スロットル弁
５３の開度、燃料噴射弁５４の噴射量、及び、点火プラグ５７の点火時期を調整するが、
制御ユニット１７は、スロットルポジションセンサ１３４、エンジン回転数センサ５８、
シフトスピンドル角センサ７９、ドラム角センサ７０ｂ、及び、カウンタ軸回転数センサ
７３の検出値に基づいて、スロットル弁５３の開度、燃料噴射弁５４の噴射量、及び、点
火プラグ５７の点火時期を補正する。
【００６７】
　図１０は、蓄力機構８１の断面図である。
　他側ケース半体２６Ｒの壁部３６は、クランクケース２６の合わせ面２６Ｆの近傍に形
成される内壁３６ｂ（合わせ部寄りの内壁）を、シフトスピンドル７６の周囲に備える。
　蓄力機構８１は、他側ケース半体２６Ｒの壁部３６の内壁３６ｂとクラッチカバー３０
との間に配置される。
　蓄力機構８１は、シフトスピンドル７６と、シフトスピンドル７６の軸上にシフトスピ
ンドル７６に対して相対回転可能に設けられるギアシフトアーム１４０と、ギアシフトア
ーム１４０を中立位置に付勢するリターンスプリング１４１と、ギアシフトアーム１４０
に近接した位置でシフトスピンドル７６の軸上に固定され、シフトスピンドル７６と一体
に回転するシフトダウン用カラー１４２と、ギアシフトアーム１４０から軸方向に離間し
た位置でシフトスピンドル７６の軸上に固定され、シフトスピンドル７６と一体に回転す
る蓄力カラー１４３とを備える。
【００６８】
　また、蓄力機構８１は、蓄力カラー１４３とギアシフトアーム１４０との間の軸上に、
シフトスピンドル７６に対して相対回転可能に設けられるスプリングカラー１４４と、蓄
力カラー１４３とギアシフトアーム１４０との間でスプリングカラー１４４の外周に巻付
くように設けられる蓄力スプリング１４５と、マスターアーム８０の回動位置を規制する
ストッパーピン１４６（ストッパ部）とを備える。
　ギアチェンジ機構６３は、蓄力機構８１に隣接してシフトスピンドル７６上に固定され
るサブリターンスプリング係止カラー１４８と、サブリターンスプリング係止カラー１４
８に連結され、シフトスピンドル７６を中立位置に付勢するサブリターンスプリング１５
０とを備える。
【００６９】
　シフトスピンドル７６は、カバー７８側から順に、減速歯車列７７に接続される接続部
７６ａと、軸受け部３７ａに支持されるとともに内壁３６ｂを貫通する支持部７６ｂと、
ギアシフトアーム１４０を支持するギアシフトアーム支持部７６ｃと、径方向に突出する
鍔部７６ｄと、スプリングカラー１４４を支持するスプリングカラー支持部７６ｅと、蓄
力カラー１４３を支持するカラー支持部７６ｆと、ベアリング３０ａに支持される支持部
７６ｇと、シフトスピンドル角センサ７９に接続されるセンサ接続部７６ｈとを有する。
　シフトスピンドル７６において、鍔部７６ｄは最も大径であり、ギアシフトアーム支持
部７６ｃ、支持部７６ｂ、及び接続部７６ａは、接続部７６ａ側に向けて段階的に小径に
なるように形成されている。また、スプリングカラー支持部７６ｅ、カラー支持部７６ｆ
、支持部７６ｇ及びセンサ接続部７６ｈは、鍔部７６ｄ側からセンサ接続部７６ｈに向け
て段階的に小径になるように形成されている。
【００７０】
　支持部７６ｂには、サブリターンスプリング係止カラー１４８が固定される係止カラー
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固定部１５１が設けられている。ギアシフトアーム支持部７６ｃにおいて鍔部７６ｄに隣
接する位置には、シフトダウン用カラー１４２が固定されるシフトダウン用カラー固定部
１５２が設けられている。カラー支持部７６ｆには、蓄力カラー１４３が固定される蓄力
カラー固定部１５３が設けられている。係止カラー固定部１５１、シフトダウン用カラー
固定部１５２、及び蓄力カラー固定部１５３は、シフトスピンドル７６の外周に形成され
るセレーションである。また、クラッチレバー８２は、蓄力カラー固定部１５３に固定さ
れる。
　サブリターンスプリング係止カラー１４８、シフトダウン用カラー１４２、蓄力カラー
１４３、及び、クラッチレバー８２は、シフトスピンドル７６に対し相対回転不能に固定
されており、シフトスピンドル７６と一体に回動する。
【００７１】
　図１１は、図１０のＸＩ－ＸＩ断面図であり、蓄力機構８１の周辺部を示す図である。
図１２は、ギアシフトアーム１４０を示す図であり、（ａ）は正面図、（ｂ）はＸＩＩ－
ＸＩＩ断面図である。ここで、図１１では、アクチュエータ機構６４、蓄力機構８１及び
チェンジ機構８９は、シフトアップ及びシフトダウンの動作がなされていない中立状態（
中立位置）にある。すなわち、図１１では、シフトスピンドル７６、ギアシフトアーム１
４０及びマスターアーム８０等は、中立状態にある。また、図１１ではクラッチカバー３
０は不図示である。
　図１０～図１２に示すように、ギアシフトアーム１４０は、シフトスピンドル７６の外
周面にベアリング１５４を介して嵌合する円筒部１５５と、円筒部１５５における蓄力ス
プリング１４５側の端の外周部から径方向外側に延びるプレート部１５６とを備える。
　プレート部１５６は、円筒部１５５から上方に延びる上方延出部１５６ａと、円筒部１
５５から上方延出部１５６ａに略直交する方向へ延びる延出部１５６ｂとを備える。
【００７２】
　延出部１５６ｂには、延出部１５６ｂの先端部からシフトスピンドル７６と略平行に蓄
力スプリング１４５側へ延びる第１の係止片１５７が設けられている。また、プレート部
１５６において、円筒部１５５と第１の係止片１５７との間には、シフトダウン用カラー
１４２の一部が嵌まる孔部１５８が設けられている。孔部１５８は、円筒部１５５に沿っ
て円弧状に延びる長孔である。
　上方延出部１５６ａには、上方延出部１５６ａの先端部から径方向外方に延びた後にシ
フトスピンドル７６と略平行にリターンスプリング１４１側に延びる第２の係止片１５９
が設けられている。
　第２の係止片１５９は、マスターアーム８０の規制開口部１６０に挿通される基端側の
当接部１５９ａと、リターンスプリング１４１が係止される先端側のリターンスプリング
係止部１５９ｂとを備える。リターンスプリング係止部１５９ｂは、当接部１５９ａより
も細く形成されている。
【００７３】
　マスターアーム８０は、ギアシフトアーム１４０の円筒部１５５の外周面に摺動自在に
嵌合する筒状部１６１と、筒状部１６１における蓄力スプリング１４５側の端から径方向
外側に延出されるアーム部１６２とを備える。マスターアーム８０は、ギアシフトアーム
１４０に対して相対回転可能である。マスターアーム８０は、アーム部１６２がギアシフ
トアーム１４０のプレート部１５６に近接するように配置される。
　アーム部１６２は、図１１の正面視では略Ｌ字状に形成されており、筒状部１６１から
上方へ延びる位置規制アーム１６２ａと、筒状部１６１から位置規制アーム１６２ａと略
直交する方向に延びる操作アーム１６２ｂとを備える。マスターアーム８０は、操作アー
ム１６２ｂを介してシフトドラム７０に連結されており、マスターアーム８０が回動する
ことでシフトドラム７０が回転する。
【００７４】
　マスターアーム８０は、ストッパーピン１４６が挿通される前記規制開口部１６０を、
位置規制アーム１６２ａの先端部に備える。規制開口部１６０には、ストッパーピン１４
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６の下方の位置で、ギアシフトアーム１４０の第２の係止片１５９が挿通される。規制開
口部１６０は、ストッパーピン１４６及び第２の係止片１５９が規制開口部１６０内で規
制開口部１６０に対して相対移動可能なように、所定の大きさの幅を有する。
　マスターアーム８０は、シフトスピンドル７６と略平行にリターンスプリング１４１側
に延びるスプリング係止片１６３を、規制開口部１６０の上縁部に備える。
【００７５】
　シフトダウン用カラー１４２は、筒状に形成されており、鍔部７６ｄに突き当てられて
軸方向に位置決めされ、シフトダウン用カラー固定部１５２に固定される。シフトダウン
用カラー１４２は、ギアシフトアーム１４０の孔部１５８に挿通されるドグ歯１６４を有
する。ドグ歯１６４の全長は、ドグ歯１６４が孔部１５８内で移動可能なように、孔部１
５８の全長よりも短く形成されている。
【００７６】
　蓄力カラー１４３は、蓄力カラー固定部１５３に固定される円筒部１６６と、円筒部１
６６から径方向外側に延びる延出部１６７と、延出部１６７の先端からシフトスピンドル
７６と略平行にギアシフトアーム１４０側に延びる蓄力アーム１６８とを備える。蓄力ア
ーム１６８は、シフトスピンドル７６の軸方向視では、ギアシフトアーム１４０の第１の
係止片１５７に対し、径方向及び周方向において略同一の位置に配置される。詳細には、
蓄力アーム１６８は、第１の係止片１５７に対し、周方向にはわずかにずれた位置に設け
られる。
【００７７】
　スプリングカラー１４４は、鍔部７６ｄと蓄力カラー１４３との間に配置される。スプ
リングカラー１４４は、蓄力スプリング１４５の内周部がスプリングカラー１４４に接触
した際にシフトスピンドル７６に対して回転することで、蓄力スプリング１４５のフリク
ションを低減する。
　蓄力スプリング１４５は、ねじりコイルバネであり、一端のギアシフトアーム側端部１
４５ａが、ギアシフトアーム１４０の第１の係止片１５７に係止され、他端の蓄力アーム
側端部１４５ｂが蓄力カラー１４３の蓄力アーム１６８に係止される。
【００７８】
　リターンスプリング１４１は、ねじりコイルバネであり、コイル部１４１ｃがマスター
アーム８０の筒状部１６１の外周部に嵌合される。
　リターンスプリング１４１は、その一端１４１ａと他端１４１ｂとが径方向の外側に延
出し、一端１４１ａと他端１４１ｂとは、互いに所定の間隔をあけて略平行になるように
設けられる。
　リターンスプリング１４１は、一端１４１ａと他端１４１ｂとの間にストッパーピン１
４６を挟んだ状態で配置される。
　また、マスターアーム８０のスプリング係止片１６３は、ストッパーピン１４６よりも
一端１４１ａ及び他端１４１ｂの先端側で、一端１４１ａと他端１４１ｂとの間に挟持さ
れる。ギアシフトアーム１４０の第２の係止片１５９は、ストッパーピン１４６よりも一
端１４１ａ及び他端１４１ｂの基端側で、一端１４１ａと他端１４１ｂとの間に挟持され
る。
【００７９】
　ストッパーピン１４６は、他側ケース半体２６Ｒの内壁３６ｂに締結して固定される。
ストッパーピン１４６は、シフトスピンドル７６と略平行に延び、マスターアーム８０の
規制開口部１６０に挿通される。ストッパーピン１４６は、先端部にダンパー部１７０を
備える。ダンパー部１７０は、ストッパーピン１４６に嵌合される円筒状のカラー１７０
ａと、カラー１７０ａとストッパーピン１４６との間に介装されるゴム等の弾性部材１７
０ｂと、ストッパーピン１４６の先端に嵌められてカラー１７０ａを抜け止めするワッシ
ャ状の止め具１７０ｃとを備える。マスターアーム８０の規制開口部１６０の内周部は、
マスターアーム８０が回動した際にダンパー部１７０に当接する。このため、規制開口部
１６０がストッパーピン１４６に受けられる際の打音をダンパー部１７０によって低減で
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きる。
【００８０】
　図１３は、図１０のＸＩＩＩ－ＸＩＩＩ断面図である。図１４は、図１０のＸＩ－ＸＩ
断面図である。ここで、図１３は中立状態を示す図である。図１４ではクラッチカバー３
０は不図示である。
　図１０に示すように、一側ケース半体２６Ｌの壁部３７は、他側ケース半体２６Ｒの内
壁３６ｂの外側方に位置する。壁部３７と内壁３６ｂとの間で変速機室３２内の空間１６
９には、壁部３７からシフトスピンドル７６に沿って内壁３６ｂ側に突出する筒状のサブ
リターンスプリング支持部１７１が設けられる。シフトスピンドル７６を支持するベアリ
ング３７ｂは、サブリターンスプリング支持部１７１の内周部に支持される。
【００８１】
　サブリターンスプリング支持部１７１の先端には、周方向に窪む段部が設けられ、この
段部には円筒状のガイドカラー１７２が固定される。ガイドカラー１７２の外周部とサブ
リターンスプリング支持部１７１の基端部の外周部とは面一である。
　壁部３７は、シフトスピンドル７６と略平行に延びるボス１７３を、サブリターンスプ
リング支持部１７１の近傍に備える。ボス１７３及びサブリターンスプリング支持部１７
１は、壁部３７と一体に形成されており、その先端部は、内壁３６ｂの近傍まで延びる。
【００８２】
　サブリターンスプリング１５０は、ねじりコイルバネであり、コイル部１５０ｃと、コ
イル部１５０ｃの両端からそれぞれ径方向の外側に突出する一端１５０ａ及び他端１５０
ｂを備える。
　サブリターンスプリング１５０は、コイル部１５０ｃの内周部がサブリターンスプリン
グ支持部１７１の外周部に嵌合されて支持され、空間１６９に配置される。
　サブリターンスプリング１５０は、一端１５０ａと他端１５０ｂとの間にボス１７３を
挟持した状態で配置され、ボス１７３によって周方向に位置決めされている。
【００８３】
　図１０及び図１３に示すように、サブリターンスプリング係止カラー１４８は、他側ケ
ース半体２６Ｒの内壁３６ｂとマスターアーム８０との間に配置され、クラッチ室３４内
に位置する。また、サブリターンスプリング係止カラー１４８は、内壁３６ｂとリターン
スプリング１４１との間に位置する。
　サブリターンスプリング係止カラー１４８は、シフトスピンドル７６の係止カラー固定
部１５１に固定される円筒部１７５と、円筒部１７５から径方向の外側に延びた後、リタ
ーンスプリング１４１とは反対側に屈曲してサブリターンスプリング１５０側に延びる腕
部１７６とを備える。
【００８４】
　内壁３６ｂは、サブリターンスプリング係止カラー１４８の腕部１７６が貫通する孔部
１７７を備える。孔部１７７は、腕部１７６の回動の軌跡に対応して円弧状に形成されて
いる。腕部１７６は、孔部１７７に挿通されて空間１６９内に延び、ボス１７３とコイル
部１５０ｃとの間の位置で、サブリターンスプリング１５０の一端１５０ａと他端１５０
ｂとの間に挟持される。
【００８５】
　図１１に示す中立状態では、チェンジクラッチ６１が接続状態にあって変速機６０に駆
動力が発生している。このため、マスターアーム８０は、変速機６０によって拘束されて
おり、シフトスピンドル７６上で回動不能である。
　中立状態では、マスターアーム８０は、スプリング係止片１６３がリターンスプリング
１４１の一端１４１ａと他端１４１ｂとの間に挟まれることで、回動位置を中立位置に規
制されている。リターンスプリング１４１は、所定の初期荷重が付された状態でマスター
アーム８０の回動位置を規制している。
　中立状態では、ギアシフトアーム１４０は、リターンスプリング係止部１５９ｂがリタ
ーンスプリング１４１の一端１４１ａと他端１４１ｂとの間に挟まれることで、回動位置
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を中立位置に規制されている。リターンスプリング１４１は、所定の初期荷重が付された
状態でギアシフトアーム１４０の回動位置を規制している。
　すなわち、中立状態では、マスターアーム８０及びギアシフトアーム１４０は、シフト
スピンドル７６の中心とストッパーピン１４６の中心とを通る直線Ｌに沿うように位置し
ている。
【００８６】
　中立状態では、蓄力スプリング１４５は、蓄力アーム１６８と第１の係止片１５７との
間で所定のねじり量だけ初期撓みを付与された状態で設けられており、蓄力スプリング１
４５には所定の初期荷重が発生している。
　図１３に示すように、中立状態では、サブリターンスプリング係止カラー１４８は、腕
部１７６がサブリターンスプリング１５０の一端１５０ａと他端１５０ｂの間に挟まれる
ことで、回動位置を中立位置に規制されている。サブリターンスプリング１５０は、所定
の初期荷重が付された状態でサブリターンスプリング係止カラー１４８の回動位置を規制
している。
【００８７】
　図１５は、シフトダウン用カラー１４２のドグ歯１６４の位置状態を示す図であり、（
ａ）は中立状態であり、（ｂ）～（ｄ）は、順にさらにシフトスピンドル７６の回動量が
増加した状態である。
　図１５（ａ）に示すように、ドグ歯１６４は、中立状態では、ギアシフトアーム１４０
の孔部１５８の一端に接しており、ドグ歯１６４と孔部１５８の他端との間には隙間が形
成されている。
【００８８】
　ここで、シフトアップをする際の蓄力機構８１の動作を説明する。
　制御ユニット１７の変速の指示に伴ってアクチュエータ機構６４のシフトモーター７５
が駆動されると、シフトスピンドル７６の回動が開始される。シフトアップの方向は、図
中に符号ＵＰで示す時計回りの方向である。
　図１６は、中立状態よりもシフトアップ方向に進んだ状態を示す図である。
　図１６の状態は、ギアシフトアーム１４０の第２の係止片１５９の当接部１５９ａが、
マスターアーム８０の規制開口部１６０の内縁１６０ａに当接してギアシフトアーム１４
０が回動できなくなるまでシフトスピンドル７６の回動が進んだ状態であり、以下の説明
では、この状態を蓄力準備状態と呼ぶ。
【００８９】
　蓄力準備状態では、ギアシフトアーム１４０は、蓄力カラー１４３の回動に伴って蓄力
スプリング１４５を介して蓄力カラー１４３と一体に回動しただけである。このため、蓄
力機構８１は全体的にシフトアップ方向に回動しているが、蓄力スプリング１４５の撓み
量に変化は無く、蓄力は開始されていない。また、蓄力準備状態では、中立状態からのマ
スターアーム８０の回動量は０である。
　蓄力準備状態では、ギアシフトアーム１４０は、リターンスプリング１４１の付勢力に
抗して回動しており、リターンスプリング１４１の他端１４１ｂは、所定量だけ開かれて
いる。
　また、蓄力準備状態では、サブリターンスプリング係止カラー１４８は、サブリターン
スプリング１５０の付勢力に抗して回動しており、サブリターンスプリング１５０の他端
１５０ｂは、図１３に２点鎖線で示すように、所定量だけ開かれる。
【００９０】
　蓄力準備状態では、シフトダウン用カラー１４２がギアシフトアーム１４０と一体に回
動するため、図１５（ｂ）に示すように、ドグ歯１６４は、ギアシフトアーム１４０の孔
部１５８の一端に接しており、ドグ歯１６４と孔部１５８の他端との間には隙間が形成さ
れている。
【００９１】
　図１７は、蓄力準備状態よりもシフトアップ方向に進んだ状態を示す図である。
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　図１７の状態では、蓄力スプリング１４５は、シフトスピンドル７６の回動に伴い、ギ
アシフトアーム側端部１４５ａが第１の係止片１５７によって位置を固定されたまま、蓄
力アーム側端部１４５ｂだけが蓄力アーム１６８によって所定量Ｒだけ回動されている。
以下の説明では、図１７の状態を蓄力状態と呼ぶ。
【００９２】
　蓄力状態では、蓄力スプリング１４５の撓み量が、所定量Ｒの分だけ増加しており、蓄
力スプリング１４５の所定量の蓄力が完了している。また、蓄力状態では、中立状態から
のマスターアーム８０の回動量は０である。
　蓄力状態では、規制開口部１６０に規制されて回動しないギアシフトアーム１４０に対
し、シフトダウン用カラー１４２はシフトスピンドル７６と共に回動している。このため
、蓄力状態では、図１５（ｃ）に示すように、ドグ歯１６４は、ギアシフトアーム１４０
の孔部１５８の一端と他端との間の中間部に位置する。
　また、蓄力状態では、サブリターンスプリング係止カラー１４８は、サブリターンスプ
リング１５０の付勢力に抗して回動しており、サブリターンスプリング１５０の他端１５
０ｂは、図１３に２点鎖線で示すように、蓄力準備状態の状態よりもさらに所定量だけ開
かれる。
【００９３】
　図３を参照し、クラッチレバー８２は、シフトスピンドル７６と一体に回転し、クラッ
チレバー８２の回動に伴って、リフターカムプレート８５が軸方向に移動し、チェンジク
ラッチ６１が切断される。チェンジクラッチ６１が切断されると、変速機６０によるマス
ターアーム８０の拘束が解除され、マスターアーム８０は回動可能となる。チェンジクラ
ッチ６１が切断された瞬間に、蓄力機構８１の蓄力が開放され、マスターアーム８０は、
ギアシフトアーム１４０を介して蓄力によって図１７に二点鎖線で示す位置まで一気に回
動する。このため、変速を迅速に行うことができる。マスターアーム８０は、規制開口部
１６０の一端１４１ａ側の部分がストッパーピン１４６のダンパー部１７０に当接するま
で回動する。
【００９４】
　蓄力が開放されると、停止しているシフトダウン用カラー１４２に対してギアシフトア
ーム１４０がシフトアップ方向に回動し、図１５（ｄ）に示すように、ギアシフトアーム
１４０の孔部１５８の一端がドグ歯１６４に当接する。このため、シフトアップ方向と反
対のシフトダウン方向にシフトスピンドル７６を回動する際に、ドグ歯１６４を介してギ
アシフトアーム１４０をシフトダウン方向に迅速に回動させることができる。このため、
迅速に中立状態に戻すことができる。
【００９５】
　シフトダウンをする際には、まず、図１１の中立状態からギアシフトアーム１４０がシ
フトダウン方向に回動されて行き、ギアシフトアーム１４０の当接部１５９ｃがマスター
アーム８０の規制開口部１６０の内縁１６０ｂに当接する。中立状態から当接部１５９ｃ
が内縁１６０ｂに当接するまでの区間は、図８の区間Ｙに対応する。区間Ｙでは、シフト
スピンドル７６の回動に伴ってチェンジクラッチ６１が切断され、シフトドラム７０はま
だ回動しない。区間Ｙを越えてシフトスピンドル７６がシフトダウン方向に回動すると、
当接部１５９ｃを介してマスターアーム８０のシフトダウン方向への回動が回動され、シ
フトドラム７０が回動してシフトダウンが行われる。
【００９６】
　図１８は、チェンジ機構８９の側面図である。図１９は、チェンジ機構８９の動作状態
を示す図であり、（ａ）は正常にシフトダウン方向に送り切った状態であり、（ｂ）は（
ａ）の状態から中立位置側に戻る状態を示している。
　チェンジ機構８９は、マスターアーム８０の先端部に設けられる送り操作部材２０１と
、シフトドラム７０（図１４）の軸端に設けられる星型プレート２０２と、星型プレート
２０２の外周部に当接して星型プレート２０２の回動位置を規制するストッパアーム２０
３（付勢部材）とを備える。
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　星型プレート２０２は、周方向に略等間隔で放射状に突出した複数（５つ）のカム山部
と、各カム山部の外側面から軸方向に突出する複数（５つ）の係止ピン２０４とを備える
。星型プレート２０２は、シフトドラム７０に一体的に設けられており、シフトドラム７
０は、係止ピン２０４が送り操作部材２０１に押圧されることで回動する。
【００９７】
　ストッパアーム２０３は、クランクケース２６に回動自在に軸支されるアーム部２０３
ａと、アーム部２０３ａの先端部に軸支されるローラー２０３ｂとを備える。アーム部２
０３ａは、アーム部２０３ａに連結されるばね（不図示）によって、ローラー２０３ｂが
星型プレート２０２の外周部に常に当接するように付勢されている。すなわち、シフトド
ラム７０が回動する際には、ローラー２０３ｂは、星型プレート２０２のカム山部及びカ
ム山部の間の谷部に沿って動く。
　送り操作部材２０１は、マスターアーム８０の操作アーム１６２ｂの長手方向にスライ
ド可能であるとともに、シフトスピンドル７６側に移動するようにばね等（不図示）によ
って付勢されている。
　送り操作部材２０１は、係止ピン２０４側へシフトドラム７０の軸方向に突出するシフ
トアップ用押圧部２０１ａ及びシフトダウン用押圧部２０１ｂを、先端側に備える。
【００９８】
　図１８は、チェンジ機構８９の中立状態が示されており、この状態では、ローラー２０
３ｂが星型プレート２０２の谷部に係合していることで、シフトドラム７０は所定の変速
段に対応する回動角に位置決めされている。また、中立状態では、互いに隣接する２つの
係止ピン２０４，２０４から外側に少し離間した位置に、シフトアップ用押圧部２０１ａ
とシフトダウン用押圧部２０１ｂとがそれぞれ位置している。
【００９９】
　シフトダウンの指示に伴ってマスターアーム８０がシフトダウン方向に回動されると、
シフトダウン用押圧部２０１ｂが１つの係止ピン２０４に下方から当接し、係止ピン２０
４を介してシフトドラム７０をシフトダウン方向に回動させる。この際、シフトダウン用
押圧部２０１ｂは、ストッパアーム２０３の付勢力に抗してシフトドラム７０を回動させ
る。詳細には、シフトダウン用押圧部２０１ｂは、ローラー２０３ｂが星型プレート２０
２のカム山部を越えるまでは、ストッパアーム２０３の付勢力に抗してシフトドラム７０
を回動させる。ローラー２０３ｂが星型プレート２０２のカム山部を越えた後は、ローラ
ー２０３ｂが谷部側に下る際の押圧力により、シフトドラム７０は、ローラー２０３ｂが
谷部に係合するまで自動的に回転する。すなわち、ローラー２０３ｂが星型プレート２０
２のカム山部を越える位置までシフトドラム７０が回動すれば、シフトダウン用押圧部２
０１ｂが係止ピン２０４から離れても、シフトドラム７０は次段に対応する位置まで自動
的に回動する。このため、図１９（ａ）に示すように、マスターアーム８０をシフトダウ
ン方向に送り切った状態では、シフトダウン用押圧部２０１ｂは係止ピン２０４から離間
している。つまり、ローラー２０３ｂが星型プレート２０２のカム山部を越える位置まで
シフトドラム７０が回動すれば、マスターアーム８０は、シフトドラム７０から独立して
反対方向にも回動可能である。
【０１００】
　図１９（ａ）の状態から図１８の中立状態に戻る際には、マスターアーム８０はシフト
アップ方向に回動される。この場合、送り操作部材２０１は、図１９（ｂ）に示すように
、シフトダウン用押圧部２０１ｂの近傍に設けられた戻し用当接部２０５が他の係止ピン
２０４に当接しながら回動することで、操作アーム１６２ｂの長手方向に移動し、完全に
中立位置に戻ると、図１８の状態となる。
　ここでは、シフトダウンする場合について説明したが、シフトアップする際は、シフト
アップ用押圧部２０１ａが係止ピン２０４を押圧し、シフトドラム７０をシフトアップ方
向に回動させる。
【０１０１】
　制御ユニット１７は、シフトモーター７５でシフトスピンドル７６をシフトアップ側及
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びシフトダウン側に回動させた際のシフトモーター７５の駆動デューティに基づいて、チ
ェンジクラッチ６１が半クラッチ状態となるタッチポイントを学習するタッチポイント学
習制御を行う。
　詳細には、タッチポイントとは、シフトスピンドル７６をシフトダウン側に回動させて
行った場合に、サブリフタープレート９７（図５）がストッパ板１０２から離れるときの
シフトスピンドル７６の回動角θｄ１（図８）を意味する。
【０１０２】
　ここで、図８を参照し、中立位置（０°）からシフトダウン側にシフトスピンドル７６
を回動させて行く場合の、チェンジクラッチ６１の容量の変化を説明する。シフトダウン
側においてチェンジクラッチ６１の容量を変化させる動作は、シフトアップ側と基本的に
同一であるが、図７に示すように、シフトダウン側では、シフトスピンドル７６の回動に
対するリフターカムプレート８５のリフト特性が、中立位置を基準により小さな回動角（
回動量）で立ち上がり、且つ、より急な勾配でリフトするように設定されている。このた
め、シフトダウン側では、中立位置を基準にシフトアップ側よりも小さなシフトスピンド
ル７６の回動量で、チェンジクラッチ６１の切断が開始されるとともにチェンジクラッチ
６１の切断容量Ｃ４までの切断が完了する。
【０１０３】
　詳細には、回動角θｄ１においてチェンジクラッチ６１で起こる動作はシフトアップ側
の回動角θ１の動作と同一であり、回動角θｄ１は、中立位置を基準に回動角θ１よりも
小さな回動量である。すなわち、シフトスピンドル７６の回動角が回動角θｄ１になると
、クラッチ容量は第１の中間容量Ｃ２となる。
　また、回動角θｄ２においてチェンジクラッチ６１で起こる動作はシフトアップ側の回
動角θ２の動作と同一であり、回動角θｄ３においてチェンジクラッチ６１で起こる動作
はシフトアップ側の回動角θ３の動作と同一である。
　また、図８に示すように、シフトドラム７０の回動は、チェンジクラッチ６１が完全に
切断されてからシフトスピンドル７６が所定量Ｆだけさらにシフトダウン方向に回動する
と開始される。
【０１０４】
　図２０は、タッチポイント学習制御の際におけるシフトスピンドル７６の回動角と、シ
フトモーター７５の駆動デューティＤｕと、シフトドラム７０の回動角Ｓｄと、リフター
カムプレート８５のリフト量Ｌｃとの関係を示す図表である。
　制御ユニット１７は、シフトスピンドル７６の実際の回動角を目標回動角に追従させる
ようにシフトスピンドル７６の回動角のフィードバック制御を行っている。フィードバッ
ク制御は、目標回動角と実際の回動角との差が小さくなるようにモーター印加電圧を調整
するものであり、モーター印加電圧の調整は、ＰＷＭ（パルス幅変調）制御の駆動デュー
ティの調整で行っている。
【０１０５】
　制御ユニット１７は、図２０のタッチポイント学習制御中、シフトスピンドル７６の目
標回動角を一定速度で変化させており、シフトスピンドル７６の回動動作は、回動角が略
一定の速度（例えば１０°／ｓｅｃ）で変化するランプ応答となっている。
　シフトモーター７５は、ランプ応答中、シフトモーター７５の出力がランプ応答の設定
速度に追従できる程度に十分であれば、ランプ応答に必要な駆動デューティＤｕを時々刻
々と出力する。
　一方で、シフトスピンドル７６を回動させるには、各種フリクション（シフトスピンド
ル７６周辺のベアリングの回動に伴うフリクション、シフトモーター７５のコギングトル
クやフリクション等）に抗するためや、ギアチェンジ機構６３及びクラッチ操作機構６２
を動作させるためのトルクが必要であり、この必要トルクは、シフトスピンドル７６の回
動角の変化によって時々刻々と変化する。このため、ランプ応答が正しく実行される範囲
において、シフトスピンドル７６のある回動角における必要トルクはシフトモーター７５
の駆動デューティＤｕと相関があり、駆動デューティＤｕからシフトスピンドル７６のト
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ルクの変化点を検出できる。
【０１０６】
　図２０に示すように、中立位置（０°）からシフトアップ側にシフトスピンドル７６を
回動させて行くと、回動角θ１では、サブスプリング９８の圧縮が開始されるため、シフ
トスピンドル７６の必要トルクが増加し、駆動デューティＤｕも増加する。また、シフト
ドラム７０の回動角は、中立位置から回動角θ１の区間では変化しない。
　シフトドラム７０の回動角が回動角θ１から増加して回動角θｃ１に達すると、シフト
ドラム７０がシフトアップ方向に回動し始め、回動角が回動角θｃ２まで増加すると、シ
フトドラム７０の回動角Ｓｄは、所定の大きさのドラム角閾値Ｓｄ１に達する。
　また、ギアチェンジ機構６３を介してシフトドラム７０を回動させるトルクが必要とな
るため、駆動デューティＤｕは、回動角θｃ１または回動角θｃ１の僅かに手前側から急
激に増加し始め、回動角θｃ２になると所定の大きさの基準デューティＤｕｓｔｄに達す
る。すなわち、基準デューティＤｕｓｔｄは、シフトドラム７０の回動角Ｓｄがドラム角
閾値Ｓｄ１に達したときの駆動デューティＤｕである。
【０１０７】
　中立位置（０°）からシフトダウン側にシフトスピンドル７６を回動させて行くと、回
動角θｄ１では、サブスプリング９８の圧縮が開始されるため、シフトスピンドル７６の
必要トルクが増加し、駆動デューティＤｕも増加する。ここで、シフトダウン側では、シ
フトスピンドル７６の単位回動量当たりのリフターカムプレート８５のリフト量Ｌｃが大
きいため、回動角θｄ１でのクラッチの切断を開始する際の駆動デューティＤｕｃｌの立
ち上がり（増加）は、回動角θ１での駆動デューティＤｕの立ち上がりよりも大きい。駆
動デューティＤｕｃｌは、回動角θｄ１近傍で基準デューティＤｕｓｔｄよりも大きな最
大駆動デューティＤｕｍまで瞬間的に増加し、その後、一旦低下する。
【０１０８】
　図２１は、タッチポイント学習制御の処理のフローチャートである。
　制御ユニット１７は、自動二輪車１０の主電源がメインキー等によってオン状態とされ
る度に、タッチポイント学習制御を１度行う。制御ユニット１７は、タッチポイント学習
制御を、自動二輪車１０が走行しておらず停止しており、且つ、変速機６０がニュートラ
ル状態の際に実行する。主電源がオンになると、制御ユニット１７は、シフトモーター７
５を駆動可能になる。
　まず、制御ユニット１７は、シフトスピンドル７６を中立位置からシフトアップ側にラ
ンプ応答で回動させて行き（ステップＳ１）、シフトドラム７０の回動角がドラム角閾値
Ｓｄ１に達しているか否かを判定する（ステップＳ２）。制御ユニット１７は、ドラム角
閾値Ｓｄ１に達していない場合（ステップＳ２：Ｎｏ）、ステップＳ１に戻る。
【０１０９】
　シフトドラム７０の回動角がドラム角閾値Ｓｄ１に達している場合（ステップＳ２：Ｙ
ｅｓ）、シフトドラム７０の回動角がドラム角閾値Ｓｄ１に達した際の駆動デューティＤ
ｕを、基準デューティＤｕｓｔｄとして記憶する（ステップＳ３）。
　次いで、制御ユニット１７は、シフトスピンドル７６を中立位置側へランプ応答で回動
させて行き（ステップＳ４）、シフトスピンドル７６が中立位置に達したか否かを判定す
る（ステップＳ５）。シフトスピンドル７６が中立位置に達していない場合、制御ユニッ
ト１７は、ステップＳ４に戻り、シフトスピンドル７６の回動を継続する。
【０１１０】
　シフトスピンドル７６が中立位置に達している場合（ステップＳ５：Ｙｅｓ）、制御ユ
ニット１７は、シフトスピンドル７６を中立位置からシフトダウン側にランプ応答で回動
させて行き（ステップＳ６）、シフトモーター７５の駆動デューティＤｕが、基準デュー
ティＤｕｓｔｄと同一の値に達しているか否かを判定する（ステップＳ７）。駆動デュー
ティＤｕが、基準デューティＤｕｓｔｄと同一の値に達していない場合（ステップＳ７：
Ｎｏ）、制御ユニット１７は、ステップＳ６に戻り、シフトスピンドル７６の回動を継続
する。
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　駆動デューティＤｕが、基準デューティＤｕｓｔｄと同一の値に達している場合（ステ
ップＳ７：Ｙｅｓ）、制御ユニット１７は、駆動デューティＤｕが基準デューティＤｕｓ
ｔｄと同一の値に達したときのシフトスピンドル７６の回動角θｄｔｐを、タッチポイン
トとして不揮発性メモリに学習（記憶）し（ステップＳ８）、図２１の処理を終了する。
【０１１１】
　ステップＳ３で制御ユニット１７が記憶する基準デューティＤｕｓｔｄは、ギアチェン
ジ機構６３を介してシフトドラム７０を回動させるのに必要な大きさの駆動デューティＤ
ｕであるため、ランプ応答でシフトスピンドル７６を中立位置からシフトアップ方向また
はシフトダウン方向に回動させる際の中立位置近傍のフリクションに抗するための初期駆
動デューティＤｕｆｒよりも大きい値となる。
【０１１２】
　本実施の形態では、シフトダウンする際には、クラッチ操作機構６２がギアチェンジ機
構６３よりも先に回動するように構成されているため、ステップＳ６において、ランプ応
答でシフトスピンドル７６をシフトダウン方向に回動させると、チェンジクラッチ６１を
切断するための駆動デューティＤｕｃｌが先に発生し、駆動デューティＤｕｃｌは、回動
初期にフリクションに抗する初期駆動デューティＤｕｆｒよりも大きい。
　このため、中立位置からシフトダウン側にシフトスピンドル７６を回動させる場合に、
駆動デューティＤｕｃｌがシフトアップ側で検出された基準デューティＤｕｓｔｄと同一
の値になったときのシフトスピンドル７６の回動角θｄｔｐをタッチポイントとして学習
することで、フリクション等に影響されずにタッチポイントを高精度に学習できる。
【０１１３】
　ここで、基準デューティＤｕｓｔｄは、初期駆動デューティＤｕｆｒよりも大きく最大
駆動デューティＤｕｍよりも小さい値に設定される。すなわち、基準デューティＤｕｓｔ
ｄは、初期駆動デューティＤｕｆｒと最大駆動デューティＤｕｍとの間の基準デューティ
設定領域Ｒｓｔｄ内に設定される。
　また、ドラム角閾値Ｓｄ１は、シフトドラム７０の回動角がドラム角閾値Ｓｄ１に達し
たときのシフトスピンドル７６の回動角で、駆動デューティＤｕが基準デューティＤｕｓ
ｔｄとなるように設定される。
【０１１４】
　シフトモーター７５の駆動デューティＤｕは、温度によるシフトモーター７５の出力変
化及び寸法変化や潤滑油の特性の変化等の影響を受けるため、また、シフトモーター７５
の個体バラツキのため、シフトドラム７０の回動角が同じであっても、周囲温度やエンジ
ン２１の温度によって値が変化する。本実施の形態では、シフトモーター７５、クラッチ
操作機構６２及びギアチェンジ機構６３等は同一のパワーユニット１６に搭載されている
ため、温度よる影響も略同一であり、基準デューティＤｕｓｔｄは、タッチポイントに対
応する駆動デューティＤｕと同様の温度影響を受ける。
　このため、タッチポイント学習制御を行う際に、基準デューティＤｕｓｔｄを毎回取得
することで、温度の影響を低減してタッチポイントを高精度に学習できる。
【０１１５】
　制御ユニット１７は、学習したタッチポイントを以前のタッチポイントと比較する比較
制御を行う。
　図２２は、比較制御の処理を示すフローチャートである。
　まず、制御ユニット１７は、学習したタッチポイントである回動角θｄｔｐと基準とな
る基準タッチポイントとの差の絶対値を算出し、この絶対値が、所定の閾値以上であるか
否かを判定する。（ステップＳ１１）。ここで、基準タッチポイントは、前回以前に学習
（記憶）された基準となるタッチポイントであり、シフトスピンドル７６の所定の回動角
である。この基準タッチポイントは、例えば、前回に自動二輪車１０の主電源がオンにさ
れてエンジン２１が運転された際に学習したタッチポイント、前回に自動二輪車１０の主
電源がオンにされて自動変速装置２５に電源が供給された際に学習したタッチポイント、
及び、自動二輪車１０の工場での生産時に初期値として設定（学習）されたタッチポイン
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ト等である。
【０１１６】
　絶対値が所定の閾値よりも小さい場合（ステップＳ１１：Ｎｏ）、制御ユニット１７は
、図２２の処理を終了する。
　絶対値が所定の閾値よりも大きい場合（ステップＳ１１：Ｙｅｓ）、制御ユニット１７
は、自動二輪車１０に設けられたインジケータ（不図示）を介して、タッチポイントが基
準タッチポイントから変更されていることを、ユーザや作業者等に報知し（ステップＳ１
２）、処理を終了する。
　なお、図２１のフローチャートの処理は、自動二輪車１０の主電源がオンにされたとき
に、ニュートラル状態ではなく、変速段がいずれかの段に入ったインギア状態のときに実
行されても良い。
【０１１７】
　以上説明したように、本発明を適用した実施の形態によれば、自動変速装置２５は、エ
ンジン２１の回転動力がチェンジクラッチ６１を介して入力されるとともに、駆動側シフ
ターギアである駆動ギア６７ｂを含む複数の駆動ギアを有するメイン軸６５と、複数の駆
動ギアによって回動される被動側シフターギアである被動ギア６８ｃを含む複数の被動ギ
アを有するカウンタ軸６６と、駆動ギア６７ｂ及び被動ギア６８ｃを軸方向に移動させる
複数のシフトフォーク６９ａ，６９ｂと、シフトフォーク６９ａ，６９ｂの端部が係合さ
れるリード溝７０ａを有するシフトドラム７０と、シフトドラム７０の回動角Ｓｄを検出
するドラム角センサ７０ｂと、チェンジクラッチ６１を操作するクラッチ操作機構６２及
びシフトドラム７０を操作するギアチェンジ機構６３が設けられるシフトスピンドル７６
と、シフトスピンドル７６の回動角を検出するシフトスピンドル角センサ７９と、シフト
スピンドル７６を回動させるシフトモーター７５と、シフトモーター７５を制御する制御
ユニット１７とを備え、チェンジクラッチ６１が、クラッチ全容量状態である最大容量Ｃ
１とクラッチ切断状態である切断容量Ｃ４との間に半クラッチ状態である第１の中間容量
Ｃ２を有し、シフトスピンドル７６がシフトダウン側に回動する際、クラッチ操作機構６
２がギアチェンジ機構６３よりも先に回動（動作）するように設けられ、制御ユニット１
７は、シフトスピンドル７６をシフトアップ側に回動させて、シフトドラム７０の回動角
Ｓｄがドラム角閾値Ｓｄ１に達する際のシフトモーター７５の駆動デューティを基準デュ
ーティＤｕｓｔｄとして記憶した後、シフトスピンドル７６をシフトダウン側に回動させ
て、基準デューティＤｕｓｔｄが発生する際のシフトスピンドル７６の回動角θｄｔｐを
、チェンジクラッチ６１が第１の中間容量Ｃ２となるタッチポイントとして学習する。
　これにより、制御ユニット１７がシフトスピンドル７６をシフトアップ側に回動させる
と、シフトドラム７０がドラム角閾値Ｓｄ１に達した際に発生するシフトモーター７５の
駆動デューティを基準デューティＤｕｓｔｄとして記憶できる。その後、制御ユニット１
７がシフトスピンドル７６をシフトダウン側に回動させると、クラッチ操作機構６２がギ
アチェンジ機構６３よりも先に回動するため、クラッチ操作機構６２を操作するためのト
ルクに対応する駆動デューティＤｕｃｌが、基準デューティＤｕｓｔｄになったことを検
出できる。基準デューティＤｕｓｔｄは、シフトドラム７０をドラム角閾値Ｓｄ１まで到
達させるのに要するトルクに対応した所定の大きさを有するため、シフトダウン側で基準
デューティＤｕｓｔｄが発生した際のシフトスピンドル７６の回動角θｄｔｐを、チェン
ジクラッチ６１が第１の中間容量Ｃ２となるタッチポイントとして学習することで、シフ
トスピンドル７６の中立位置付近のフリクション等の影響を除外してシフトダウン側のタ
ッチポイントを高精度に学習できる。
【０１１８】
　また、タッチポイントの学習を行う際のシフトスピンドル７６の制御はランプ応答で実
行されるため、シフトスピンドル７６のトルクの変動が駆動デューティＤｕに高精度に反
映される。このため、タッチポイントを高精度に学習できる。
　また、シフトスピンドル７６の回動角に対するチェンジクラッチ６１のリフターカムプ
レート８５のクラッチリフト量の特性は、シフトアップ側よりもシフトダウン側が、より
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小さな回動角で立ち上がり、且つ、より急な勾配でリフトするように設定されているため
、シフトダウン側のタッチポイントを高精度に学習することは通常困難であるが、シフト
アップ側で記憶した基準デューティＤｕｓｔｄを利用することで、シフトダウン側のタッ
チポイントを高精度に学習できる。また、シフトダウン側では、クラッチリフト量の特性
が急な勾配であるため、クラッチリフトに対応した駆動デューティＤｕｃｌの立ち上がり
の時間は短くなるが駆動デューティＤｕの立ち上がりが明確になるため、基準デューティ
Ｄｕｓｔｄと比較することでタッチポイントを高精度に学習できる。クラッチリフト量の
特性が小さな回動角で立ち上がると、初期駆動デューティＤｕｆｒとクラッチリフトに対
応した駆動デューティＤｕｃｌの立ち上がりとの区別が難しくなるが、基準デューティＤ
ｕｓｔｄと比較することで、クラッチリフトに対応した駆動デューティＤｕｃｌを判定で
き、タッチポイントを高精度に学習できる。
【０１１９】
　さらに、タッチポイントの学習の制御は、エンジン２１の始動時、または、自動二輪車
１０の主電源が供給される度に１回実行されるため、エンジン２１の始動時、または、自
動二輪車１０の主電源が供給される度に、タッチポイントを高精度に学習できる。
　また、制御ユニット１７は、前回のエンジン２１の運転時、または、前回の自動変速装
置２５の電源がオンにされた時に学習したタッチポイントを不揮発性メモリに記憶し、今
回学習したタッチポイントである回動角θｄｔｐを前回学習したタッチポイントと比較す
る。このため、エンジン２１や自動二輪車１０が停止されていた間に、タッチポイントが
変化したことや、タッチポイントがユーザ等によって調整されたことを判定することがで
きる。
【０１２０】
　なお、上記実施の形態は本発明を適用した一態様を示すものであって、本発明は上記実
施の形態に限定されるものではない。
　上記実施の形態では、ギアチェンジ機構６３は蓄力機構８１を備えるものとして説明し
たが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、蓄力機構８１を設けずに、シフ
トスピンドル７６によってシフトスピンドル７６と一体的に回動されるマスターアームを
介してシフトドラムが回動される構成であっても良い。
　また、上記実施の形態では、車両として自動二輪車１０を例に挙げて説明したが、本発
明はこれに限定されるものではなく、三輪車両や四輪車両等の車両に本発明を適用しても
良い。
【符号の説明】
【０１２１】
　１０　自動二輪車（車両）
　１７　制御ユニット（制御装置）
　２１　エンジン
　２５　自動変速装置（変速装置）
　６１　チェンジクラッチ（クラッチ）
　６２　クラッチ操作機構（クラッチ操作部材）
　６３　ギアチェンジ機構（チェンジ操作部材）
　６５　メイン軸
　６６　カウンタ軸
　６７ｂ　駆動ギア（駆動側シフターギア）
　６８ｃ　被動ギア（被動側シフターギア）
　６９ａ，６９ｂ　シフトフォーク
　７０　シフトドラム
　７０ａ　リード溝
　７０ｂ　ドラム角センサ
　７５　シフトモーター（モーター）
　７６　シフトスピンドル
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　７９　シフトスピンドル角センサ（スピンドル角センサ）
　Ｃ１　最大容量（クラッチ全容量状態）
　Ｃ２　第１の中間容量（半クラッチ状態）
　Ｃ４　切断容量（クラッチ切断状態）
　Ｄｕｓｔｄ　基準デューティ
　Ｓｄ１　ドラム角閾値
　θｄｔｐ　回動角（基準デューティが発生する際のシフトスピンドルの回動角）

【図１】 【図２】
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【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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