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(57)【要約】
【課題】内装変速機を備えたセンタモータ方式の電動補
助自転車において、装置を複雑化することなく回生充電
を可能とする。
【解決手段】駆動輪のハブ１に遊星歯車機構からなる変
速機構３と逆入力用ワンウェイクラッチ２とクラッチ切
替装置９とを備える。変速機構３は太陽歯車３ａを有し
、駆動力をスプロケット４を通じて駆動輪に伝達する。
また、駆動力に対して、太陽歯車３ａを車軸５回りに回
転可能又は回転不能とに切り替えて変速を行う変速制御
機構１０を備え、逆入力用ワンウェイクラッチ２は太陽
歯車３ａ側に設けた逆入力用ワンウェイクラッチ爪２ａ
と車軸５側に設けた逆入力用クラッチカム面２ｇを備え
、クラッチ切替装置９によって逆入力に対して太陽歯車
が車軸５回りに回転可能又は回転不能とに切り替えられ
る。クラッチ切換装置９は、ブレーキレバーの操作に連
動して前記切り替えが行われ、ブレーキが効き始めるよ
りも先に逆入力用ワンウェイクラッチ２が回転不能に切
り替えられる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前輪と後輪とを結ぶフレームに二次電池及び補助駆動用のモータを取り付け、クランク
軸から伝達された踏力又は前記モータの出力による駆動力を駆動輪に伝達可能とし、前進
非駆動時には、前記駆動輪から前記モータの出力軸への逆入力により生じた回生電力を前
記二次電池に還元する回生機構を備えた電動補助自転車において、
　前記駆動輪に設けたハブ（１）に変速機構（３）と逆入力用ワンウェイクラッチ（２）
とクラッチ切替装置（９）とを備え、前記変速機構（３）は遊星歯車機構によって構成さ
れて、少なくとも一つの太陽歯車を有し、前記踏力又は前記モータの出力による駆動力を
スプロケット（４）を通じて前記駆動輪に伝達する機能を有して、そのスプロケット（４
）からの駆動力に対して、前記太陽歯車（３ａ）を車軸（５）回りに回転可能又は回転不
能とに切り替えて変速を行う変速制御機構（１０）を備えており、
　前記逆入力用ワンウェイクラッチ（２）は少なくとも一つの太陽歯車（３ａ）と車軸（
５）との間に設けられて、前記逆入力用ワンウェイクラッチ（２）は前記クラッチ切替装
置（９）によって前記駆動輪からの逆入力に対して、前記太陽歯車（３ａ）が車軸（５）
回りに回転可能又は回転不能とに切り替えられる機能を有しており、
　駆動時には、前記スプロケット（４）からの駆動力は前記変速機構（３）を通じて駆動
輪に伝達され、前進非駆動時には、前記クラッチ切替装置（９）により前記逆入力用ワン
ウェイクラッチ（２）における前記太陽歯車（３ａ）と車軸（５）とを逆入力に対して回
転不能とすることによって、前記駆動輪からの逆入力トルクを前記スプロケット（４）に
伝達できる機能を有し、前記クラッチ切替装置（９）は、ブレーキレバーの操作に連動し
て前記切り替えが行われ、ブレーキが効き始めるよりも先に前記逆入力用ワンウェイクラ
ッチ（２）が前記回転不能に切り替えられることを特徴とする回生機構を備えた電動補助
自転車。
【請求項２】
　前記クラッチ切替装置（９）は、前記車軸（５）内に挿通されてその一端が前記車軸（
５）の外部に引き出された逆入力操作部（９ａ）を備え、その逆入力操作部（９ａ）は外
部から軸方向移動の操作が可能で、その逆入力操作部（９ａ）の軸方向移動の操作が、ブ
レーキレバーの操作に連動して行われるようになっていることを特徴とする請求項１に記
載の回生機構を備えた電動補助自転車。
【請求項３】
　前記ブレーキレバーの操作により前記逆入力操作部（９ａ）を軸方向一方へ移動させ、
その軸方向一方への移動により、前記逆入力用ワンウェイクラッチ（２）を前記回転不能
に切り替え、前記ブレーキレバーの操作の解除により、前記逆入力操作部（９ａ）を軸方
向他方へ移動させ、その軸方向他方への移動により、前記逆入力用ワンウェイクラッチ（
２）を前記回転可能に切り替えることを特徴とする請求項２に記載の回生機構を備えた電
動補助自転車。
【請求項４】
　前記逆入力操作部（９ａ）は、第一弾性部材（９ｃ）によってその一端が前記車軸（５
）の外部へ突出する方向へ付勢されており、前記逆入力操作部（９ａ）の軸方向移動の操
作は、前記一端を車軸（５）内に押し込む際は、前記第一弾性部材（９ｃ）の付勢力に抗
して行われ、押し込み力が解除された際は、前記第一弾性部材（９ｃ）の付勢力で前記一
端が車軸（５）の外部に突出する方向に移動することを特徴とする請求項２又は３に記載
の回生機構を備えた電動補助自転車。
【請求項５】
　前記逆入力操作部（９ａ）は、予圧を与えられた第二弾性部材（９ｈ）によって、その
一端が前記車軸（５）の外部へ突出する方向へ付勢されており、前記予圧の大きさは、前
記第一弾性部材（９ｃ）の最大押込荷重以上に設定し、前記逆入力操作部（９ａ）の軸方
向移動の操作は、前記一端を車軸（５）内に押し込む際は、前記第一弾性部材（９ｃ）の
付勢力に抗して行われ、つぎに、前記第二弾性部材（９ｈ）の付勢力に抗して行われ、そ
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の状態で押し込み力が解除された際は、前記第二弾性部材（９ｈ）の付勢力で前記一端が
車軸（５）の外部に突出する方向に移動し、つぎに、前記第一弾性部材（９ｃ）の付勢力
で前記一端が車軸（５）の外部に突出する方向に移動することを特徴とする請求項４に記
載の回生機構を備えた電動補助自転車。
【請求項６】
　前記逆入力操作部（９ａ）は、第一軸部（９ｉ）と第二軸部（９ｊ）とを備え、前記第
一弾性部材（９ｃ）は、前記第一軸部（９ｉ）と前記車軸（５）との間に、前記第二弾性
部材（９ｈ）は、前記第一軸部（９ｉ）と第二軸部（９ｊ）との間に設けられることを特
徴とする請求項４又は５に記載の回生機構を備えた電動補助自転車。
【請求項７】
　前記ブレーキレバーに１本の主ワイヤーを接続し、その１本の主ワイヤーの進退動作に
より、ブレーキを動作させるブレーキ用ワイヤーと、前記クラッチ切替装置（９）を操作
するクラッチ用ワイヤーとが連動して進退動作するようにしたことを特徴とする請求項１
乃至６のいずれか一つに記載の回生機構を備えた電動補助自転車。
【請求項８】
　前記ブレーキ用ワイヤーと前記クラッチ用ワイヤーは、前記主ワイヤーから分岐するよ
うに接続されてそれぞれその主ワイヤーと一体に進退することを特徴とする請求項７に記
載の回生機構を備えた電動補助自転車。
【請求項９】
　前記ブレーキレバーに、ブレーキを動作させるブレーキ用ワイヤーと、前記クラッチ切
替装置（９）を操作するクラッチ用ワイヤーとを接続したことを特徴とする請求項１乃至
６のいずれか一つに記載の回生機構を備えた電動補助自転車。
【請求項１０】
　前記ブレーキレバーの操作に基づく、前記逆入力用ワンウェイクラッチ（２）を前記回
転不能に切り替える時期と前記ブレーキが効き始める時期とは、前記ブレーキレバーに設
けた調整手段によってそれぞれ調整可能であることを特徴とする請求項７乃至９のいずれ
か一つに記載の回生機構を備えた電動補助自転車。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、電動モータにより人力駆動系に補助力を付加させる電動補助自転車であっ
て、特に、回生機構を備えた電動補助自転車に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　電動モータにより人力駆動系に補助力を付加させる電動補助自転車には、電動補助力を
与えるためのモータ用電源としてバッテリが搭載される。このバッテリは、１回の充電で
長時間走行できることが望ましいことから、自走中のエネルギーを有効に利用し、その自
走中の回生発電により、バッテリを充電する機能を備えた電動補助自転車が開発されてい
る。
【０００３】
　その回生発電によるバッテリの充電装置として、例えば、特許文献１に、ブレーキレバ
ーの操作を検出して回生装置に回生作動を指令する回生制御装置の技術が開示されている
（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　この種の電力回生機能を搭載する場合、例えば、特許文献２に示すように、車軸周辺に
モータ及び変速機を設けた電動補助自転車（ハブモータ方式）の場合は、車軸とモータの
ロータを直結とすることで、電力回生は比較的容易に実現できる（例えば、特許文献２参
照）。
　しかし、このハブモータ方式の場合、モータから二次電池までの距離が遠くなりがちで
あり、その二次電池までの配線の取り回しが煩雑になる傾向がある。また、モータをフロ
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ントの車軸に配置すると操作性が悪化し、リア側に配置すると変速機との両立が困難にな
るという問題もある。
【０００５】
　このため、電力回生機能を搭載する場合、操作性と構造の簡素化を求めるならば、例え
ば、特許文献３のように、クランク軸及びその軸受等を含む人力駆動系と、モータによる
補助動力をクランク軸に合力させる駆動系とを単一のハウジングに収容した駆動装置、い
わゆるセンタモータユニットを備えた構造（センタモータ方式）とするのが有利である（
例えば、特許文献３参照）。
【０００６】
　センタモータ方式で、電力回生機能を搭載した電動補助自転車として、例えば、特許文
献４に示すものがある。
　この電動補助自転車では、モータ出力軸と駆動スプロケットとの間に第一ワンウェイク
ラッチを設け、踏力が入力されるペダルクランク軸と駆動スプロケットとの間に第二のワ
ンウェイクラッチを設け、さらにブレーキ操作に応じて第一ワンウェイクラッチをロック
する直結手段を設けることで、制動時の電力回生を実現している。なお、リアハブとリア
スプロケットとは、回生時にタイヤからの逆入力トルクをモータに伝えることができるよ
うに直結されている。
【０００７】
　また、同じく、電力回生機能を搭載した電動補助自転車として、例えば、特許文献５に
示すものがある。
　この電動補助自転車では、センタモータユニット内で、モータの出力軸にブレーキ操作
に連動してロック方向を切り替えることが出来るツーウェイクラッチを設け、制動時の電
力回生を実現している。
【０００８】
　すなわち、モータアシスト時には、ツーウェイクラッチを正回転方向でロックさせるこ
とにより、モータの出力を車軸に伝達することができ、モータアシストが可能となる。ま
た、乗員のブレーキ操作に連動してツーウェイクラッチのロック方向を切替え、ツーウェ
イクラッチを逆回転方向でロックさせれば、車軸側からの逆入力トルク（正回転方向）を
モータに伝達することができ、これによって回生発電およびブレーキアシストが可能とな
る。この構成では、回生時に車軸側からの逆入力トルクをモータ側に伝達させる必要があ
るため、リアハブとリアスプロケットとは直結としている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開平８－１４０２１２号公報
【特許文献２】特開２００３－１６６５６３号公報
【特許文献３】特開平１０－２５０６７３号公報
【特許文献４】特開２００１－２１３３８３号公報
【特許文献５】特開２００４－２６８８４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　前述のように、電動補助自転車は、モータを、クランク軸周辺に設けたセンタモータ方
式と、モータを、フロントハブ若しくはリアハブに内装したハブモータ方式とに大別でき
る。
【００１１】
　ハブモータ方式では、モータの他、減速機も併せてリアハブ内に組み込む必要があるが
、スペース的に高減速比とすることが困難で、大きなトルクを得ることが出来ないという
問題がある。また、重量物が、自転車の重心から離れた位置に配置されることで、操縦性
が悪く、モータと電池が離れることで配線の取り回しも複雑になるという問題がある。さ
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らには、タイヤからの衝撃が直接減速機及びモータに伝わるため、故障が起きやすいとい
う欠点がある。そのため、現在ではセンタモータ方式が主流となっている。
【００１２】
　センタモータ方式の駆動系において、電力回生機能を搭載する場合、車輪からの逆入力
トルクをモータ軸に伝えるため、上記特許文献４や特許文献５では、リアハブとリアスプ
ロケットは直結されている。
【００１３】
　この点、一般的な自転車の変速機構は、クランク軸又はリア車軸の何れか一方、もしく
は両方の同軸上に多段のスプロケットを設け、ディレイラーによってチェーンをスプロッ
ケット間で移動させることによって変速する方式（外装変速機）とリアハブの内部に設け
た歯車を掛けかえることによって変速する方式（内装変速機）がある。内装変速機内には
通常ワンウェイクラッチが設けられており、タイヤからの逆入力はリアハブからリアスプ
ロケットに伝わらない。
　外装変速機は構造が簡単で軽量であるが、スプロケットやチェーンが摩耗する原因にな
り、チェーン外れの原因にもなる。一方、内装変速機は防塵、防水性があり、メンテナン
スフリーであるためシティサイクルに使われることが多い。現在のところ、電動アシスト
自転車はシティサイクル自転車を中心に展開しており、その殆どが内装変速機を採用して
いる。
【００１４】
　しかし、このように、内装変速機を採用すると、そのままでは、車輪からの逆入力はリ
アハブからリアスプロケットに伝わらない。このため、車輪からの逆入力によりセンタモ
ータを回転、回生することができない。
　逆入力に対応するため、例えば、車軸からクランク軸、及び車軸からモータ軸をそれぞ
れ別々の動力伝達要素で結合することも可能であるが、２本の伝達要素を用いることはレ
イアウト的にもコスト的にも商品価値の大幅な低下を招く。
【００１５】
　そこで、この発明は、内装変速機を備えたセンタモータ方式の電動補助自転車において
、できる限り装置を複雑化することなく、回生充電を可能とすることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記の課題を解決するために、この発明は、前輪と後輪とを結ぶフレームに二次電池及
び補助駆動用のモータを取り付け、クランク軸から伝達された踏力又は前記モータの出力
による駆動力を駆動輪に伝達可能とし、前進非駆動時には、前記駆動輪から前記モータの
出力軸への逆入力により生じた回生電力を前記二次電池に還元する回生機構を備えた電動
補助自転車において、前記駆動輪に設けたハブに変速機構と逆入力用ワンウェイクラッチ
とクラッチ切替装置とを備え、前記変速機構は遊星歯車機構によって構成されて、少なく
とも一つの太陽歯車を有し、前記踏力又は前記モータの出力による駆動力をスプロケット
を通じて前記駆動輪に伝達する機能を有して、そのスプロケットからの駆動力に対して、
前記太陽歯車を車軸回りに回転可能又は回転不能とに切り替えて変速を行う変速制御機構
を備えており、前記逆入力用ワンウェイクラッチは少なくとも一つの太陽歯車と車軸との
間に設けられて、前記逆入力用ワンウェイクラッチは前記クラッチ切替装置によって前記
駆動輪からの逆入力に対して、前記太陽歯車が車軸回りに回転可能又は回転不能とに切り
替えられる機能を有しており、駆動時には、前記スプロケットからの駆動力は前記変速機
構を通じて駆動輪に伝達され、前進非駆動時には、前記クラッチ切替装置により前記逆入
力用ワンウェイクラッチにおける前記太陽歯車と車軸とを逆入力に対して回転不能とする
ことによって、前記駆動輪からの逆入力トルクを前記スプロケットに伝達できる機能を有
し、前記クラッチ切替装置は、ブレーキレバーの操作に連動して前記切り替えが行われ、
ブレーキが効き始めるよりも先に前記逆入力用ワンウェイクラッチが前記回転不能に切り
替えられることを特徴とする電動補助自転車用リアハブ内装変速装置を採用した。
【００１７】
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　上記構成により、駆動前進時には、変速機構を介して駆動輪のスプロケットからハブに
駆動力が伝達され、自転車は前進する。前進非駆動時には、逆入力用ワンウェイクラッチ
を介して、駆動輪のハブからの逆入力がスプロケットに伝達され、さらに、スプロケット
から動力伝達要素を通してモータ駆動スプロケットにトルクが伝わることで、回生発電が
可能となる。なお、駆動力に対しては、逆入力用ワンウェイクラッチは常に空転するため
、駆動時において、クラッチ切替装置の状態は限定されない。
　このように、逆入力用ワンウェイクラッチ、及びそれを切り替える機能を有するクラッ
チ切替装置を、太陽歯車と車軸との間に配置することで、内装変速機を備えたセンタモー
タ方式の電動補助自転車に用いられる電動補助自転車用リアハブ内装変速装置において、
装置を複雑化することなく、駆動力の伝達と逆入力の伝達とを実現できる。
【００１８】
　また、このように、ブレーキ操作時に、ブレーキが効き始めるよりも先に回生発電が行
われる構造とすることによって、より効果的に惰性走行時のエネルギーを発電に使うこと
ができる。
【００１９】
　この構成において、前記クラッチ切替装置としては、前記車軸内に挿通されてその一端
が前記車軸の外部に引き出された逆入力操作部を備え、その逆入力操作部は外部から軸方
向移動の操作が可能で、その逆入力操作部の軸方向移動の操作が、ブレーキレバーの操作
に連動して行われるようになっている構成を採用することができる。
【００２０】
　このように、前記クラッチ切替装置が備える逆入力操作部が、車軸内を通って外部に引
き出されて、その逆入力操作部を車軸の外部から軸方向へ移動させる操作が可能な構成と
なっているから、簡素な構成で、前記逆入力用ワンウェイクラッチにおける前記太陽歯車
の車軸に対する回転可能又は回転不能を切り替えできる機能を実現できる。このため、そ
の逆入力操作部の軸方向移動の操作を、ブレーキレバーの操作に連動させることも容易で
ある。
【００２１】
　具体的な構成としては、前記ブレーキレバーの操作により前記逆入力操作部を軸方向一
方へ移動させ、その軸方向一方への移動により、前記逆入力用ワンウェイクラッチを前記
回転不能に切り替え、前記ブレーキレバーの操作の解除により、前記逆入力操作部を軸方
向他方へ移動させ、その軸方向他方への移動により、前記逆入力用ワンウェイクラッチを
前記回転可能に切り替える構成を採用することができる。
【００２２】
　前記クラッチ切替装置の逆入力操作部は、車軸の内部に向かって押し込む方向の外力を
付与したり、あるいは、逆に車軸から外部へ引張る方向の外力を付与することにより、そ
の軸方向移動の操作を行うことができる。また、その押し込む方向、引張る方向のいずれ
かの方向への外力の付与に代えて、弾性部材の付勢力を利用することもできる。
　例えば、その逆入力操作部が、第一弾性部材によってその一端が前記車軸の外部へ突出
する方向へ付勢されており、前記逆入力操作部の軸方向移動の操作は、前記一端を車軸内
に押し込む際は、前記第一弾性部材の付勢力に抗して行われ、押し込み力が解除された際
は、前記第一弾性部材の付勢力で前記一端が車軸の外部に突出する方向に移動する構成を
採用することができる。
【００２３】
　さらに、前述のように、クラッチ切替装置は、ブレーキレバーの操作に連動して前記切
り替えが行われ、ブレーキが効き始めるよりも先に逆入力用ワンウェイクラッチが前記回
転不能に切り替えられるようになっていることから、二つの弾性部材を併用することで、
ブレーキレバーの動きと逆入力操作部の動きとの連動を円滑にすることも可能である。
【００２４】
具体的には、前記逆入力操作部は、予圧を与えられた第二弾性部材によって、その一端が
前記車軸の外部へ突出する方向へ付勢されており、前記逆入力操作部の軸方向移動の操作
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は、前記一端を車軸内に押し込む際は、前記第一弾性部材の付勢力に抗して行われ、つぎ
に、前記第二弾性部材の付勢力に抗して行われ、その状態で押し込み力が解除された際は
、前記第二弾性部材の付勢力で前記一端が車軸の外部に突出する方向に移動し、つぎに、
前記第一弾性部材の付勢力で前記一端が車軸の外部に突出する方向に移動する構成を採用
することができる。このとき、第二弾性部材に与える予圧は、前記逆入力操作部が押し込
まれる際の、第一弾性部材の最大押込荷重（最も押し込まれたときの反力）以上に設定し
てある。
【００２５】
　この構成によれば、ブレーキレバー操作によって、まず第一弾性部材が圧縮されながら
逆入力操作部が移動し、前記逆入力用ワンウェイクラッチがロックする。その後、さらに
続けてブレーキレバーを操作した場合、第二弾性部材が圧縮されながら逆入力操作部が移
動する。
　このように、ブレーキレバーの操作量に応じて、段階的に別々の弾性部材が作用するよ
うにすれば、第一弾性部材が完全に圧縮を終えて逆入力用ワンウェイクラッチがロックし
てから、第二弾性部材が完全に圧縮されるまでの間に、ブレーキが効き始めるように設定
してやればよい。すなわち、各弾性部材の状況に応じて逆入力用ワンウェイクラッチのロ
ック時期、ブレーキの効き始め時期を設定することができる。
【００２６】
　また、第一弾性部材と第二弾性部材とを併せて備えた前記の構成において、前記逆入力
操作部は、第一軸部と第二軸部とを備え、前記第一弾性部材は、前記第一軸部と前記車軸
との間に、前記第二弾性部材は、前記第一軸部と第二軸部との間に設けられる構成を採用
することができる。
【００２７】
　この構成によれば、クラッチ切替装置は、まず、ブレーキレバーの操作によって、逆入
力操作部のうち第一軸部及び第二軸部がともに第一弾性部材の付勢力に抗して押し込まれ
、逆入力用ワンウェイクラッチが前記回転不能に切り替えられる。つぎに、さらに続けて
ブレーキレバーを操作した場合、第二弾性部材が圧縮されながら第二軸部のみが移動する
ように設定できる。
　ブレーキが効き始めるよりも先に逆入力用ワンウェイクラッチが前記回転不能に切り替
えられるようになっていることから、逆入力用ワンウェイクラッチが前記回転不能に切り
替えられた後、さらにブレーキが効き始めるまでの間、操作軸には押し込み力が継続して
付与されるから、その間の押し込み力を、第一軸部に対する第二軸部の相対移動で吸収す
ることができる。
【００２８】
　これらの各構成において、ブレーキレバーの操作と操作軸の動きを連動させるために、
例えば、前記ブレーキレバーに１本の主ワイヤーを接続し、その１本の主ワイヤーの進退
動作により、ブレーキを動作させるブレーキ用ワイヤーと、前記クラッチ切替装置を操作
するクラッチ用ワイヤーとが連動して進退動作するようにすることができる。つまり、ブ
レーキレバーにはワイヤーを１本だけつなぎ、その後途中でブレーキとクラッチ切替装置
に分岐する構成である。
【００２９】
　また、他の構成としては、前記ブレーキ用ワイヤーと前記クラッチ用ワイヤーは、前記
主ワイヤーから分岐するように接続されてそれぞれその主ワイヤーと一体に進退する構成
を採用することができる。
【００３０】
　さらに、他の構成としては、前記ブレーキレバーに、ブレーキを動作させるブレーキ用
ワイヤーと、前記クラッチ切替装置を操作するクラッチ用ワイヤーとを接続した構成を採
用することができる。つまり、ブレーキレバーにブレーキ用とクラッチ切替装置用の２本
のワイヤーを設置した構成である。
【００３１】
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　前記ブレーキレバーの操作に基づく、前記逆入力用ワンウェイクラッチを前記回転不能
に切り替える時期と前記ブレーキが効き始める時期とは、前記ブレーキレバーに設けた調
整手段によってそれぞれ調整可能であることが望ましい。
【００３２】
　なお、センタモータユニット内においては、モータ出力軸とモータ駆動スプロケットと
を直結することにより、駆動力及び逆入力の両方向のトルクを伝達することができ、また
、クランク軸とクランクスプロケット（人力駆動スプロケット）との間には、駆動力のみ
伝達し、逆入力時は空回りするセンタワンウェイクラッチを組み込むことにより、逆入力
によりペダルが強制的に回転するのを防止することができる。すなわち、駆動輪に対して
駆動力を伝達する方向にロックし、駆動輪からの逆入力に対して空転するセンタワンウェ
イクラッチである。
　このセンタワンウェイクラッチとしては、ローラクラッチ、スプラグクラッチ、ラチェ
ットクラッチ等を採用することができる。
【発明の効果】
【００３３】
　この発明は、回生エネルギーを二次電池に蓄えることができ、回生充電しない場合と比
較して充電１回当たりの航続距離を大幅に延ばすことができる。また、現行の回生機能付
き電動補助自転車は、フロント若しくはリアハブ内に重量の大きなモータを配置している
が、この発明によれば、モータを重心に近いクランク軸付近に配置することができるため
、自転車全体の操縦性がよい。また、変速機構を備えているためにスタート時の踏力が少
なくて済み、バランスを崩し難い上にアシストパワーも節約でき、更に航続距離が延びる
。変速機構はハブに内装されるため、耐久性が高くメンテナンスフリーとすることができ
る。さらに、逆入力用ワンウェイクラッチを太陽歯車と車軸との間に設けたことで、フレ
ームに固定されている車軸上に逆入力用ワンウェイクラッチを配置することができる。
　すなわち、逆入力用ワンウェイクラッチを太陽歯車と車軸との間に配置することで、内
装変速機を備えたセンタモータ方式の電動補助自転車において、装置を複雑化することな
く、駆動力の伝達と逆入力の伝達とを実現できる。
【００３４】
　また、このように、ブレーキ操作時に、ブレーキが効き始めるよりも先に回生発電が行
われる構造とすることによって、より効果的に惰性走行時のエネルギーを発電に使うこと
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】実施形態の駆動時を示す正面図
【図２】（ａ）は図１のＡ－Ａ断面図、（ｂ）は図１のＢ－Ｂ断面図
【図３】実施形態において、ブレーキレバーが操作されて、逆入力トルクが伝達可能な状
態（変速は２段目）を示す正面図
【図４】（ａ）は図３のＡ－Ａ断面図、（ｂ）は図３のＢ－Ｂ断面図
【図５】図３において、さらにブレーキレバーが操作されて、逆入力トルクが伝達可能な
状態で且つブレーキが作動した状態を示す正面図
【図６】（ａ）は図５のＡ－Ａ断面図、（ｂ）は図５のＢ－Ｂ断面図
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　この発明の実施形態を、図１乃至図６に基づいて説明する。この実施形態の電動補助自
転車は、前輪と後輪間の中央部付近において、その前輪と後輪とを結ぶフレームに二次電
池及び補助駆動用のモータ（センタモータユニット）を取り付けたセンタモータ方式であ
る。
【００３７】
　駆動時、すなわち、ペダルを通じてクランク軸から伝達された踏力、又は前記モータの
出力による駆動力が入力された場合は、図示しないセンタモータユニットのクランクスプ
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ロケットと、駆動輪である後輪のリアスプロケット（スプロケット）４とを結ぶチェーン
等の動力伝達要素を介して、その後輪に駆動力が伝達可能となっている。また、前進非駆
動時には、後輪のリアハブ１から前記モータの出力軸への逆入力により生じた回生電力を
、前記センタモータユニットの二次電池に還元する回生機構を備えている。
【００３８】
　リアハブ１は、図１に示すように、後輪の車軸５と同軸に設けたハブケース７内に、変
速機構３と、逆入力伝達用の逆入力用ワンウェイクラッチ２を備えている。逆入力用ワン
ウェイクラッチ２は、ラチェットクラッチで構成されている。なお、図１，３，５におい
て、中心軸から上側を変速用ワンウェイクラッチの断面図とし、下側を逆入力用ワンウェ
イクラッチの断面図としている。
【００３９】
　変速機構３は、直結と２段増速の合計３段変速が可能な遊星歯車機構で構成されている
。
その構成は、前記車軸５の外周に設けられた二つの太陽歯車３ａ（第一太陽歯車３ａ－１
、第二太陽歯車３ａ－２と称する）が、それぞれ対応する変速用ワンウェイクラッチ３ｅ
（第二ワンウェイクラッチ３ｅ－１、第三ワンウェイクラッチ３ｅ－２と称する）を介し
てその車軸５に接続可能とされている。
　第二ワンウェイクラッチ３ｅ－１、第三ワンウェイクラッチ３ｅ－２は、それぞれ車軸
５の外周に設けられた変速用クラッチカム面３ｆに、変速用ワンウェイクラッチ爪３ｇが
係合、又は係合解除するようになっている。
【００４０】
　また、この実施形態では、第二ワンウェイクラッチ３ｅ－１、第三ワンウェイクラッチ
３ｅ－２は、ラチェットクラッチを採用しているが、ローラクラッチ、スプラグクラッチ
等、他の構成からなるワンウェイクラッチを採用することは差し支えない。
【００４１】
　また、変速機構３は、前記第一太陽歯車３ａ－１、第二太陽歯車３ａ－２に対して噛み
合う２段の歯車を有する遊星歯車３ｂ、その遊星歯車３ｂを保持する遊星キャリア３ｃ、
及び前記遊星歯車３ｂに噛み合う外輪歯車と一体であるハブケース７、遊星キャリア３ｃ
とハブケース７との間に設けられた第一ワンウェイクラッチ８を備えている。
【００４２】
　また、この実施形態では、外輪歯車はハブケース７と一体に形成されているが、外輪歯
車とハブケース７とを別体で形成して、それらを共に回転するように噛み合わせる構成も
考えられる。
【００４３】
　この実施形態では、図１に示すように、第一ワンウェイクラッチ８はラチェットクラッ
チを採用しており、そのラチェットクラッチが備えるクラッチ爪が、遊星キャリア３ｃと
ハブケース７とが一方向へ相対回転する際に、その遊星キャリア３ｃの外周とハブケース
７の内周との間に係合し、他方向へ相対回転する際には、その係合が解除されるようにな
っている。なお、第一ワンウェイクラッチ８として、ローラクラッチ、スプラグクラッチ
等、他の構成からなるワンウェイクラッチを採用することは差し支えない。
【００４４】
　また、遊星キャリア３ｃと車軸５との間、及びハブケース７と車軸５との間には、それ
ぞれ軸受部１１，１２が設けられている。この軸受部１１，１２によって、遊星キャリア
３ｃと車軸５、及びハブケース７と車軸５とは、それぞれ相対回転可能に支持されている
。
　また、遊星キャリア３ｃとハブケース７との間にも、軸受部１３が設けられている。こ
の軸受部１３によって、遊星キャリア３ｃとハブケース７と車軸５とは相対回転可能に支
持されている。
【００４５】
　前記第一太陽歯車３ａ－１、第二太陽歯車３ａ－２は、それぞれに対応する第二ワンウ
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ェイクラッチ３ｅ－１，第三ワンウェイクラッチ３ｅ－２により、変速制御機構１０を操
作することで、いずれかひとつを選択的に車軸５に固定するか、あるいは全てをフリーの
状態にすることができる。
【００４６】
　例えば、前記第一太陽歯車３ａ－１、第二太陽歯車３ａ－２を、いずれも車軸５に対し
てフリーの状態とした場合に、リアスプロケット４から駆動力が伝達されると、遊星歯車
機構は駆動力の増速には直接関与せず、遊星キャリア３ｃから第一ワンウェイクラッチ８
を介してハブケース７に直接駆動力が伝達される（直結状態）。この場合、リアスプロケ
ット４からの回転速度は変速されずにハブケース７に伝達される。
【００４７】
　また、第一太陽歯車３ａ－１を車軸５に固定した場合、その第一太陽歯車３ａ－１の歯
数をａ、外輪歯車の歯数をｄとすると、遊星キャリア３ｃから外輪歯車への増速比は
（ａ＋ｄ）／ｄ
となる。このとき、第二太陽歯車３ａ－２は空転状態であり、トルク伝達に関与しない。
【００４８】
　さらに、第二太陽歯車３ａ－２を車軸５に固定した場合、その第二太陽歯車３ａ－２の
歯数をａ、第一太陽歯車３ａ－１と噛み合う遊星歯車３ｂの歯数をｂ、第二太陽歯車３ａ
－２と噛み合う遊星歯車３ｂの歯数をｃ、外輪歯車の歯数をｄとすると、遊星キャリア３
ｃから外輪歯車への増速比は、
［（ａ×ｂ）／（ｃ×ｄ）］＋１
となる。
　このとき、第一太陽歯車３ａは空転状態であり、トルク伝達に関与しない。
【００４９】
　すなわち、前記各太陽歯車３ａ－１，３ａ－２は異なる歯数であり、全てフリーとする
か、または、いずれか一つを車軸５に対し固定することで、増速比を変化させることがで
きる。
【００５０】
　また、逆入力用ワンウェイクラッチ２は、前記第一太陽歯車３ａ－１の内周に逆入力用
ワンウェイクラッチ爪２ａを有し、その逆入力用ワンウェイクラッチ爪２ａは、弾性部材
２ｈによって、その一端が、前記車軸５側に設けた逆入力用クラッチカム面２ｇに向かっ
て、起き上がる方向に付勢されている。
【００５１】
　また、変速用ワンウェイクラッチ３については、前記第一太陽歯車３ａ－１、第二太陽
歯車３ａ－２の内周に、変速用ワンウェイクラッチ爪３ｇを有し、その変速用ワンウェイ
クラッチ爪３ｇも弾性部材３ｈによって、その一端が、前記車軸５側に設けた変速用クラ
ッチカム面３ｆに向かって起き上がる方向に付勢されている。
【００５２】
　この実施形態では、逆入力用クラッチカム面２ｇと、変速用クラッチカム面３ｆの一部
が共用されている。すなわち、第二ワンウェイクラッチ３ｅ－１と逆入力用ワンウェイク
ラッチ２が、車軸５の軸方向に対してほぼ同じ位置に配置されており、車軸５の外面には
、逆入力用ワンウェイクラッチ２に対応する逆入力用クラッチカム面２ｆと、第二ワンウ
ェイクラッチ３ｅ－１に対応する変速用クラッチカム面３ｆの両方の機能を有する両方向
クラッチカム面１４が設けられている（図２（ｂ）参照）。
【００５３】
　なお、第三ワンウェイクラッチ３ｅ－２に対応する変速用クラッチカム面３ｆは、それ
単独として機能するように、車軸５の外面に設けられている（図２（ａ）参照）。
【００５４】
　逆入力用ワンウェイクラッチ２は、クラッチ切換装置９によって、前記駆動輪からの逆
入力に対して、前記第一太陽歯車３ａ－１が車軸５回りに回転可能又は回転不能とに切り
替えられる機能を有している。
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【００５５】
　クラッチ切換装置９の構成は、前記車軸５の軸孔５ａ内を通ってその一端が前記車軸５
から外部に引き出されて外部から軸方向への移動の操作が可能な逆入力操作部９ａを備え
ている。その逆入力操作部９ａを軸方向に移動操作することによって、前記逆入力用ワン
ウェイクラッチ２の切り替えが可能である。
【００５６】
　また、前記クラッチ切替装置９は、軸方向に一定の長さ、周方向に一定の長さを有する
開口部で構成される切欠部９ｅが設けられた逆入力用スリーブ９ｂを備えている。
【００５７】
　前記逆入力用スリーブ９ｂは、車軸５に設けられた逆入力用横穴９ｇに通されたピン９
ｆによって拘束され、逆入力用スリーブ９ｂと前記車軸５との間に、止め輪９ｋ，９ｍを
介して第一弾性部材９ｃが設けられており、前記第一弾性部材９ｃによって軸方向に付勢
されている。逆入力操作部９ａが軸方向に移動すると、前記ピン９ｆが押され、前記逆入
力用スリーブ９ｂが軸方向にスライド可能となっている。
【００５８】
　また、逆入力用スリーブ９ｂには切欠部９ｅが設けられている。このため、前記逆入力
用スリーブ９ｂが軸方向にスライドすることにより、前記切欠部９ｅが逆入力用ワンウェ
イクラッチ爪２ａ上に移動すると、逆入力用ワンウェイクラッチ爪２ａが両方向クラッチ
カム面１４に噛み込むことが可能になる。また、前記逆入力操作部９ａは外部からの操作
が解除されると、前記逆入力用スリーブ９ｂは第一弾性部材９ｃの反力によって、元の位
置まで押し戻される。
【００５９】
　すなわち、前記逆入力操作部９ａを軸方向に移動操作することによって、前記切欠部９
ｅが前記逆入力用クラッチカム面２ｇの位置と前記逆入力用クラッチカム面２ｇから退避
した位置との間で移動することができる。その移動によって、前記逆入力用ワンウェイク
ラッチ２の切り替えを行う。切欠部９ｅが、逆入力用クラッチカム面２ｇに臨んでいれば
、逆入力用ワンウェイクラッチ爪２ａは、弾性部材２ｈの付勢力によって、その切欠部９
ｅ内に入り込んで、その一端が車軸５側の逆入力用クラッチカム面２ｇに係合する。切欠
部９ｅが、逆入力用クラッチカム面２ｇに対応する位置から退去していれば、逆入力用ワ
ンウェイクラッチ爪２ａは、逆入力用スリーブ９ｂによって、逆入力用クラッチカム面２
ｇへの係合は阻止される。
【００６０】
　前記逆入力用スリーブ９ｂの切欠部９ｅは、その軸方向端部にテーパ部９ｄを、周方向
端部にもテーパ部を備える。
　このように、前記切欠部９ｅの軸方向端部にテーパ部９ｄを設けることで、逆入力用ク
ラッチカム面２ｇに噛み込んだ逆入力用ワンウェイクラッチ爪２ａと切欠部９ｅの縁が接
触したときに、そのテーパ部の傾斜面によって逆入力用ワンウェイクラッチ爪２ａを逆入
力用クラッチカム面２ｇから外す力を大きくすることができる。
　また、周方向端部にテーパ部を設けることで、逆方向の回転（逆入力用クラッチ部にお
いては、駆動方向の回転）時に、逆入力用ワンウェイクラッチ爪２ａはテーパ部の傾斜面
に沿ってカム面上を移動するため、スムーズな回転が可能となる。
【００６１】
　また、前記逆入力操作部９ａは、ブレーキレバーとワイヤーで連結されたベルクランク
機構（図示せず）等によって、ブレーキレバー操作時に軸方向に移動することが可能とな
っている。
【００６２】
　前記逆入力操作部９ａは、第一軸部９ｉと第二軸部９ｊとを備えている。前記第一軸部
９ｉと第二軸部９ｊとの間には、第二弾性部材９ｈが設けられている。このとき、前記第
二弾性部材９ｈには予圧を与えており、予圧は前記第一弾性部材９ｃの最大押込荷重（第
一弾性部材９ｃが最も縮んだときの荷重）よりも大きく設定している。
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【００６３】
すなわち、前記第一軸部９ｉは、第一弾性部材９ｃによって、車軸５に対してその一端９
ｎが前記車軸５の外部へ突出する方向（図１の左側）へ付勢されている。また、前記第二
軸部９ｊは、第二弾性部材９ｈによって、前記第一軸部９ｉに対してその一端９ｐが前記
車軸５の外部へ突出する方向（図１の左側）へ付勢されている。
　 
【００６４】
　この逆入力操作部９ａの軸方向移動の操作は、ブレーキレバー操作に連動して行われる
。すなわち、逆入力操作部９ａの軸方向移動は、第一弾性部材９ｃの付勢力に抗して逆入
力操作部９ａの一端を車軸５内に押し込むことで行われ、押し込み力が解除されれば、前
記第一弾性部材９ｃの付勢力で一端が車軸５の外部に突出する方向に移動する。
【００６５】
　ただし、この実施形態では、押し込み力は逆入力操作部９ａの第二軸部９ｊに作用する
ようになっており、その第二軸部９ｊは、第一弾性部材９ｃの最大押込荷重よりも大きい
予圧を与えられた第二弾性部材９ｈによって、第一軸部９ｉに対して付勢されている。こ
のため、その第二軸部９ｊの一端９ｐを押しても、最初は第一弾性部材９ｃのみが縮まり
、第二弾性部材９ｈは縮まらない。このとき、前記逆入力操作部９ａの第一軸部９ｉが車
軸５に対して軸方向（図１中の右側）に移動する。
　第一弾性部材９ｃが完全に縮んで、前記第二軸部９ｊの一端９ｐをさらに押し込むと、
やがて、第二弾性部材９ｈが縮まり始める。このとき、逆入力操作部９ａの第一軸部９ｉ
は車軸５に対して不動で、第二軸部９ｊのみが軸方向（図１中の右側）に移動する。
【００６６】
　逆に、この状態で押し込み力が緩められると、まずは、第二弾性部材９ｈの付勢力で第
二軸部９ｊが、その一端９ｐが車軸５の外部に突出する方向（図１中の左側）に移動する
。このとき、逆入力操作部９ａの第一軸部９ｉは車軸５に対して不動で、第二軸部９ｊの
みが軸方向に移動する。
　第二弾性部材９ｈが完全に伸長し、さらに押し込み力が緩められると、第一弾性部材９
ｃの付勢力で、第一軸部９ｉは、その一端９ｎが軸方向（図１中の左側）に移動する。
【００６７】
　つぎに、前記変速制御機構１０の構成について説明する。変速制御機構１０は、前記車
軸５の軸孔５ａ内を通ってその一端が前記車軸５から外部に引き出されて外部から軸方向
への移動の操作が可能な変速操作部１０ａを備えている。変速操作部１０ａは、逆入力操
作部９ａを引き出した側とは反対側の車軸５の端部に引き出されている。その変速操作部
１０ａを軸方向に移動操作することによって、前記変速用ワンウェイクラッチ３ｅの切り
替えが可能である。
【００６８】
　また、前記変速制御機構１０は、軸方向に一定の長さ、周方向に一定の長さを有する開
口部で構成される切欠部１０ｅが設けられた変速用スリーブ１０ｂを備えている。
【００６９】
　前記変速操作部１０ａを軸方向に移動操作することによって、前記切欠部１０ｅが前記
変速用クラッチカム面３ｆの位置と前記変速用クラッチカム面３ｆから退避した位置との
間で移動することができる。前記切欠部１０ｅは、第二ワンウェイクラッチ３ｅ－１と、
第三ワンウェイクラッチ３ｅ－２に対して、それぞれ対応するものが軸方向に並列して設
けられており、それらの切欠部１０ｅ－１，１０ｅ－２の位置によって、前記第一太陽歯
車３ａ－１、第二太陽歯車３ａ－２のいずれかひとつを選択的に車軸５に固定するか、あ
るいは全てをフリーの状態に切り替えを行う。
【００７０】
　切欠部１０ｅが、第二ワンウェイクラッチ３ｅ－１と第三ワンウェイクラッチ３ｅ－２
のどちらかの変速用クラッチカム面３ｆにのみ臨むことで、その臨んだ側の変速用ワンウ
ェイクラッチ爪３ｇは、弾性部材３ｈの付勢力によって、その切欠部１０ｅ内に入り込ん
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で、その一端が車軸５側の変速用クラッチカム面３ｆに係合する。切欠部１０ｅが同時に
第二ワンウェイクラッチ３ｅ－１と第三ワンウェイクラッチ３ｅ－２の変速用クラッチカ
ム面３ｆに臨むことはないように、軸方向に並ぶ切欠部１０ｅ同士の間隔が決定されてい
るので、切欠部１０ｅが臨んでいない側の変速用ワンウェイクラッチ爪３ｇは、変速用ス
リーブ１０ｂによって、変速用クラッチカム面３ｆへの係合は阻止される。
【００７１】
　また、その変速用スリーブ１０ｂの切欠部１０ｅは、その軸方向端部にテーパ部１０ｄ
を、周方向端部にもテーパ部を備える。
　このように、前記切欠部１０ｅの軸方向端部にテーパ部１０ｄを設けることで、変速用
クラッチカム面３ｆに噛み込んだ変速用ワンウェイクラッチ爪３ｇと切欠部１０ｅの縁が
接触したときに、そのテーパ部１０ｄの傾斜面によって変速用ワンウェイクラッチ爪３ｇ
を変速用クラッチカム面３ｆから外す力を大きくすることができる。
　また、周方向端部にテーパ部を設けることで、逆方向の回転（変速用クラッチ部におい
ては、逆入力方向の回転）時に、変速用ワンウェイクラッチ爪３ｇはテーパ部の傾斜面に
沿ってカム面上を移動するため、スムーズな回転が可能となる。
【００７２】
　また、図１に示すように、前記変速用スリーブ１０ｂは、前記車軸５に設けられた変速
用横穴１０ｇに挿入された変速用ピン１０ｆによってその車軸５に固定されている。前記
変速用ピン１０ｆを前記変速操作部１０ａによって前記変速用横穴１０ｇ内で軸方向へ移
動操作することにより、前記変速用スリーブ１０ｂの軸方向への移動を行うことができる
。また、この変速用スリーブ１０ｂは、変速用弾性部材１０ｃによって、軸方向に付勢さ
れている。
【００７３】
　この実施形態では、図２（ｂ）に示すように、前記変速用スリーブ１０ｂの前記変速用
ワンウェイクラッチ爪３ｇを覆う部分と、前記逆入力用スリーブ９ｂの前記逆入力用ワン
ウェイクラッチ爪２ａを覆う部分とは、それぞれ前記車軸５を夾んで両側に配置されると
ともに相互に前記車軸５周りに９０°位相がずれた位置に配置されている。すなわち、図
２（ｂ）に示す軸直交断面において、前記逆入力用スリーブ９ｂ、前記変速用スリーブ１
０ｂが９０°毎に交互に現れる。このため、両者が干渉することが無くなり、小スペース
で両方の機構を成立させることが可能となっている。
【００７４】
　これらの構成により、駆動時には、前記スプロケット４からの駆動力は前記変速機構３
を通じて駆動輪に伝達され、前進非駆動時には、前記クラッチ切替装置９の逆入力操作部
９ａの操作により、前記逆入力用ワンウェイクラッチ２における前記太陽歯車と車軸５と
を逆入力に対して回転不能とすることによって、前記駆動輪からの逆入力トルクを前記ス
プロケット４に伝達できる機能を発揮することができる。
【００７５】
　この回生機構を備えた電動補助自転車の作用について、さらに詳しく説明する。
【００７６】
　まず、変速１段目の状態（直結状態）では、変速用ワンウェイクラッチ３ｅのうち、第
二ワンウェイクラッチ３ｅ－１の変速用ワンウェイクラッチ爪３ｇ，及び第三ワンウェイ
クラッチ３ｅ－２の変速用ワンウェイクラッチ爪３ｇは、逆入力用スリーブ９ｂ及び変速
用スリーブ１０ｂによって、前記両方向クラッチカム面１４（変速用クラッチカム面３ｆ
）と隔てられている。
　このため、リアスプロケット４からの駆動力に対して、第一太陽歯車３ａ－１及び第二
太陽歯車３ａ－２は、車軸５周りに相対回転可能となっている。したがって、リアスプロ
ケット４から駆動力は、遊星キャリア３ｃ、第一ワンウェイクラッチ８、ハブケース７の
順に伝達される。
【００７７】
　変速２段目（増速１）の状態を、図１及び図２に示す。変速制御機構１０の変速操作部
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１０ａを、外部操作により軸方向に所定の位置まで押し込むことにより、図１に示すよう
に、変速用スリーブ１０ｂが軸方向にスライドし、第二ワンウェイクラッチ３ｅ－１の変
速用ワンウェイクラッチ爪３ｇの位置に変速用スリーブ１０ｂの切欠部１０ｅが移動する
。
　これにより、図２（ｂ）に示すように、第二ワンウェイクラッチ３ｅ－１の変速用ワン
ウェイクラッチ爪３ｇは、変速用クラッチカム面３ｆ（両方向クラッチカム面１４）に噛
み込み、第一太陽歯車３ａ－１は、駆動力に対して車軸５にロックされる。
【００７８】
　なお、このとき、逆入力用ワンウェイクラッチ２の逆入力用ワンウェイクラッチ爪２ａ
は、逆入力用スリーブ９ｂによって、逆入力用クラッチカム面２ｇ（前記両方向クラッチ
カム面１４）への係合が阻止されている。
【００７９】
　また、図２（ａ）に示すように、第三ワンウェイクラッチ３ｅ－２の変速用ワンウェイ
クラッチ爪３ｇの位置では、逆入力用スリーブ９ｂ及び変速用スリーブ１０ｂによって、
変速用クラッチカム面３ｆと第三ワンウェイクラッチ３ｅ－２の変速用ワンウェイクラッ
チ爪３ｇが隔てられている。このため、第二太陽歯車３ａ－２は、車軸５周りに回転可能
である。
【００８０】
　この状態では、リアスプロケット４からの駆動力は、第一太陽歯車３ａ－１の歯数をａ
、ハブケース７に設けた外輪歯車の歯数をｄとすると、増速比
（ａ＋ｄ）／ｄ
でハブケース７に伝達される。
【００８１】
　変速３段目（増速２）の状態は、図１及び図２に示す状態から、変速制御機構１０の変
速操作部１０ａを外部操作によりさらに押し込むことにより、変速用スリーブ１０ｂが軸
方向にスライドし、第三ワンウェイクラッチ３ｅ－２の変速用ワンウェイクラッチ爪３ｇ
の位置に変速用スリーブ１０ｂの切欠部１０ｅが移動する。
【００８２】
　これにより、第三ワンウェイクラッチ３ｅ－２の変速用ワンウェイクラッチ爪３ｇは、
変速用クラッチカム面３ｆに噛み込み、第二太陽歯車３ａ－２は、駆動力に対して車軸５
にロックされる。
【００８３】
　このとき、第二ワンウェイクラッチ３ｅ－１の変速用ワンウェイクラッチ爪３ｇの位置
では、逆入力用スリーブ９ｂ及び変速用スリーブ１０ｂによって、両方向クラッチカム面
１４と第二ワンウェイクラッチ３ｅ－１の変速用ワンウェイクラッチ爪３ｇとが隔てられ
ている。このため、第一太陽歯車３ａ－１は車軸５周りに回転可能である。
【００８４】
　この状態では、リアスプロケット４からの駆動力は、第二太陽歯車３ａ－２の歯数をａ
、第一太陽歯車３ａ－１と噛み合う遊星歯車３ｂの歯数をｂ、第二太陽歯車３ａ－２と噛
み合う遊星歯車３ｂの歯数をｃ、外輪歯車の歯数をｄとすると、増速比
［（ａ×ｂ）／（ｃ×ｄ）］＋１
でハブケース７に伝達される。
【００８５】
　なお、変速３段目から２段目に戻す場合や、変速２段目から１段目に戻す場合、変速操
作部１０ａに加えられた負荷（押圧力）を解放又は減少させることで、変速用弾性部材１
０ｃによって変速用スリーブ１０ｂが押し戻される。このとき、切欠部１０ｅの軸方向端
部に設けられたテーパ部１０ｄによって、変速用クラッチカム面３ｆに噛み込んでいる変
速用ワンウェイクラッチ爪３ｇを押し上げる力が強くなり、変速用スリーブ１０ｂが戻り
易くなるため、スムーズな切替が可能となる。
【００８６】



(15) JP 2011-136676 A 2011.7.14

10

20

30

40

50

　つぎに、前進非駆動時（タイヤからの逆入力時）において、逆入力用ワンウェイクラッ
チ２をロックした状態を図３及び図４に示す。この図３及び図４は、前進非駆動時（タイ
ヤからの逆入力時）にブレーキレバーを中程度操作し（すなわち、ブレーキの遊び範囲以
内でブレーキレバーを引いた状態で）、逆入力用ワンウェイクラッチ２をロックした状態
を示している。
【００８７】
　この段階では、まだブレーキが効き始めないよう、ブレーキレバーに設けた調整手段に
より、ブレーキレバーの引き代と、ワイヤーの進退量との関係を設定してある。ブレーキ
の効き始め時期、逆入力用ワンウェイクラッチ２のロック時期は、この調整手段によって
、任意の時期に調整可能である。
【００８８】
　このとき、前記第二弾性部材９ｈに与えられている予圧が、前記第一弾性部材９ｃの最
大押込荷重よりも大きいことにより、ブレーキレバーを引くと、まず、前記第一弾性部材
９ｃが圧縮され、前記逆入力用スリーブ９ｂが軸方向（図３中の右側）にスライドする。
【００８９】
　また、このとき、各太陽歯車３ａ－１，３ａ－２の車軸５に対する回転方向は、駆動力
作用時と逆向きとなっている。逆入力用スリーブ９ｂが軸方向にスライドし、逆入力用ワ
ンウェイクラッチ２の逆入力用ワンウェイクラッチ爪２ａの位置に、逆入力用スリーブ９
ｂの切欠部９ｅが移動する。
【００９０】
　これにより、逆入力用ワンウェイクラッチ２の逆入力用ワンウェイクラッチ爪２ａは、
逆入力用クラッチカム面２ｇ（両方向クラッチカム面１４）に噛み込み、第一太陽歯車３
ａ－１は逆入力に対して車軸５にロックされる。これにより、未だブレーキが効いていな
い状態で、タイヤからの逆入力により回生発電が可能となる。
【００９１】
　タイヤからの逆入力は、第一太陽歯車３ａ－１の歯数をａ、外輪歯車の歯数をｄとする
と、減速比
（ａ＋ｄ）／ｄ
でハブケース７からリアスプロケット４に伝達される。
【００９２】
　なお、図３では、変速機構３に関し、変速２段目の状態の時を示しているが、いずれの
変速段においても逆入力に対して、第一太陽歯車３ａ－１が車軸５にロックするため、タ
イヤからの逆入力の伝達経路は一定である。
【００９３】
　この図３及び図４に示す状態から、さらにブレーキレバーを操作した状態を、図５及び
図６に示す。前記逆入力用スリーブ９ｂが、それ以上軸方向（図５中の右側）に移動でき
ない状態になると第一軸部５ｉの移動は止まり、今度は前記第二弾性部材９ｈが圧縮され
第二軸部９ｊが移動する。
【００９４】
　このように、逆入力用ワンウェイクラッチ２がロックしてから、前記第二弾性部材９ｈ
が圧縮されていく間に、ブレーキが効き始めるように設定する。この間、逆入力操作部９
ａの第二軸部９ｊは、第一軸部９ｉに対して軸方向へ押し込まれる。図３に符号Ｌ１で示
す突出量と、図５に符号Ｌ２で示す突出量との差が、その第二軸部９ｊの押し込まれる長
さに相当する。
【００９５】
　このような構造とすることで、ブレーキレバーの操作により、まずは、回生発電のみを
行い、その後、さらにブレーキレバーを操作することにより、ブレーキが効き始めるよう
にすることが可能となる。
【００９６】
　また、逆に、ブレーキレバーの操作を解除する場合（ブレーキレバーの引きを緩めた場
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合）、逆入力操作部９ａは、まず、第二軸部９ｊが第二弾性部材９ｈの付勢力で元の位置
に移動する。この状態でブレーキの効きは解除されている。つぎに、ブレーキレバーをさ
らに緩めると、第一軸部９ｉが第一弾性部材９ｃの付勢力で元の位置に移動する。
　しかしながら、逆入力トルクがかかっている状態では、逆入力用ワンウェイクラッチ爪
２ａの回転抵抗（揺動抵抗）が大きいため、逆入力用ワンウェイクラッチ２のロックがは
ずれることはない。逆入力トルクが無くなると、逆入力用弾性部材９ｃによる付勢力によ
って、逆入力操作部９ａは元の位置に移動しロックが解除される。
【００９７】
　この構成により、リアスプロケット４からの駆動力は、直結もしくは増速されてタイヤ
に伝達される。一方、タイヤからの逆入力は減速され、リアスプロケット４からチェーン
等の動力伝達要素を通してモータ軸に伝わり、回生充電が可能な状態となるのである。
【００９８】
　この実施形態は、逆入力用ワンウェイクラッチ２を第一太陽歯車３ａ－１と車軸５との
間に設けているが、第二太陽歯車３ａ－２と車軸５との間に設けてもよい。また、この実
施形態では、遊星歯車３ｂを２段としているが、１段もしくは３段以上の遊星歯車を用い
ても差し支えない。また、車軸５の前記軸孔５ａは、軸方向に伸びる穴が両端から空けら
れており、その車軸５の軸方向中央部は中実となっているが、これらを車軸５の軸方向全
長に亘る貫通穴としてもよい。
【００９９】
　なお、図示していないが、クランク軸とクランクスプロケットの間には、駆動力を伝達
する方向にロックし、逆入力に対して空転するセンタワンウェイクラッチが設けられてい
る。このため、逆入力によって、クランク軸やペダル等に対して駆動力が伝達されないよ
うになっている。このセンタワンウェイクラッチとしては、ローラクラッチ、スプラグク
ラッチ、ラチェットクラッチ等、周知のワンウェイクラッチを採用できる。
【０１００】
　また、後進非駆動時（自転車を降りて、後方に引くような状況）では、絶対的な回転方
向は逆となるが、リアスプロケット４とハブケース７との相対回転の関係は、前進駆動時
と同じである。
【符号の説明】
【０１０１】
１　リアハブ
２　逆入力用ワンウェイクラッチ
２ａ　逆入力用ワンウェイクラッチ爪
２ｂ　クラッチ爪軸
２ｇ　逆入力用クラッチカム面
２ｈ　弾性部材
３　変速機構
３ａ　太陽歯車
３ａ－１　第一太陽歯車
３ａ－２　第二太陽歯車
３ｂ　遊星歯車
３ｃ　遊星キャリア
３ｄ　外輪歯車
３ｅ　変速用ワンウェイクラッチ
３ｅ－１　第二ワンウェイクラッチ
３ｅ－２　第三ワンウェイクラッチ
３ｆ　変速用クラッチカム面
３ｇ　変速用ワンウェイクラッチ爪
３ｈ　弾性部材
４　リアスプロケット
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５　車軸
６　ハブフランジ
７　ハブケース
８　第一ワンウェイクラッチ
９　クラッチ切替装置
９ａ　逆入力操作部
９ｂ　逆入力用スリーブ
９ｃ　第一弾性部材
９ｄ　テーパ部
９ｅ　切欠部
９ｆ　逆入力用ピン
９ｇ　逆入力用横穴
９ｈ　第二弾性部材
９ｉ　第一軸部
９ｊ　第二軸部
９ｋ，９ｍ　止め輪
９ｎ，９ｐ　一端
１０　変速制御機構
１０ａ　変速操作部
１０ｂ　変速用スリーブ
１０ｃ　変速用弾性部材
１０ｄ　テーパ部
１０ｅ　切欠部
１０ｆ　変速用ピン
１０ｇ　変速用横穴
１１，１２，１３　軸受部
１４　両方向クラッチカム面
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