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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディレーラモータ(62,162)と、
　ディレーラモータハウジング(71,171)を有し、前記ディレーラモータハウジング(71,17
1)は、前記ディレーラモータ(62,162)を支持するとともに、固定体(42)及びフレーム装着
部(51,151)を形成するディレーラ装着部材(32,132)を支持する、ディレーラモータ支持部
(53,153)と、
　前記ディレーラモータ(62,162)に機能的に連結されるとともに前記ディレーラモータ支
持部(53,153)に回転可能に支持され、回転軸(A1)を有するとともに前記回転軸(A1)からオ
フセットして設けられた偏心駆動ピン(85a,185a)を有する出力シャフト(85,185)と、
　前記偏心駆動ピン(85a,185a)に機能的に連結されたモータリンク機構(34)と、
　外側リンク(45)及び内側リンク(46)を含む４節リンク機構から構成され、前記モータリ
ンク機構(34)に機能的に連結されたディレーラリンク機構(41)と、
　前記ディレーラリンク機構(41)によって前記固定体(42)に可動に連結されるチェーンガ
イド(40)と、を備え、
　前記ディレーラリンク機構(41)は前記出力シャフト(85,185)の回転軸(A1)の回りの前記
偏心駆動ピン(85a,185a)の移動に応じて第１シフト位置と第２シフト位置との間で前記チ
ェーンガイド(40)を移動させる、
モータ駆動ディレーラアッセンブリ。
【請求項２】
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　請求項１に記載のモータ駆動ディレーラアッセンブリであって、
　前記出力シャフトは、ベアリングによって前記ディレーラモータハウジング及び前記デ
ィレーラ装着部材の一方に回転可能に支持される。
【請求項３】
　請求項１に記載のモータ駆動ディレーラアッセンブリであって、
　前記出力シャフトは、ベアリングによって前記ディレーラ装着部材に回転可能に支持さ
れる。
【請求項４】
　請求項１に記載のモータ駆動ディレーラアッセンブリであって、
　前記ディレーラモータの駆動シャフトと前記出力シャフトとの間に接続されるドライブ
トレインをさらに備える。
【請求項５】
　請求項４に記載のモータ駆動ディレーラアッセンブリであって、
　前記ドライブトレインは、前記ディレーラモータの駆動シャフトと前記出力シャフトに
装着される出力ギアとの間に装着されるウォームギアを備える。
【請求項６】
　請求項５に記載のモータ駆動ディレーラアッセンブリであって、
　前記ドライブトレインは、前記ディレーラモータの駆動シャフトと前記ウォームギアと
の間に装着される少なくとも１つの中間ギアをさらに備える。
【請求項７】
　請求項４に記載のモータ駆動ディレーラアッセンブリであって、
　前記出力シャフトは、前記ディレーラモータの駆動シャフトに対して垂直に配置される
回転軸を有する。
【請求項８】
　請求項４に記載のモータ駆動ディレーラアッセンブリであって、
　前記ドライブトレインは、前記駆動シャフトに装着されるウォームギアと、前記出力シ
ャフトに装着される出力ギアとを備える。
【請求項９】
　請求項８に記載のモータ駆動ディレーラアッセンブリであって、
　前記ドライブトレインは、前記ウォームギアと前記出力ギアとの間に装着される少なく
とも１つの中間ギアをさらに備える。
【請求項１０】
　駆動シャフト(75,175)を有するディレーラモータ(62,162)と、
　前記ディレーラモータ(62,162)の駆動シャフト(75,175)に機能的に連結される少なくと
も１つの中間ギア(82,83,181,182)と、前記中間ギア(82,83,181,182)に機能的に連結され
るウォームギア(81,183)とを有し、前記ディレーラモータ(62,162)の駆動シャフト(75,17
5)の回転により前記中間ギア(82,82,181,182)及び前記ウォームギア(81,183)を回転させ
るドライブトレイン(63,163)と、
　前記ディレーラモータ(62,162)及び前記ドライブトレイン(63,163)を支持するとともに
、固定体(42)及びフレーム装着部(51,151)を形成するディレーラ装着部材(32,132)を支持
するディレーラモータ支持部(53,153)と、
　前記ドライブトレイン(63,163)のウォームギア(81,183)と噛合する出力ギア(84,184)を
有し、前記ディレーラモータ支持部(53,153)に回転可能に支持され、回転軸(A1)を有する
とともに前記回転軸(A1)からオフセットして設けられた偏心駆動ピン(85a,185a)を有する
出力シャフト(85,185)と、
　前記出力シャフト(85,185)に機能的に連結されたモータリンク機構(34)と、
　外側リンク(45)及び内側リンク(46)を含む４節リンク機構から構成され、前記モータリ
ンク機構(34)に機能的に連結されたディレーラリンク機構(41)と、
　前記ディレーラリンク機構(41)によって前記固定体(42)に可動に連結されるチェーンガ
イド(40)と、を備え、
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　前記ディレーラリンク機構(41)は前記出力シャフト(85,185)の回転軸(A1)の回りの前記
偏心駆動ピン(85a,185a)の移動に応じて第１シフト位置と第２シフト位置との間で前記チ
ェーンガイド(40)を移動させる、
モータ駆動ディレーラアッセンブリ。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のモータ駆動ディレーラアッセンブリであって、
　前記出力シャフトは、ベアリングによって前記ディレーラモータハウジング及び前記デ
ィレーラ装着部材の一方に回転可能に支持される。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自転車用モータ駆動ディレーラアッセンブリに関する。
【背景技術】
【０００２】
　自転車に乗ることは、移動の手段であるととともに、レクレーションの形態としてもま
すます人気が高まっている。また、自転車に乗ることは、プロ、アマを問わず、競技スポ
ーツとしても人気が高い。レクレーション、移動、競技の用途に関わらず、自転車産業に
おいて、種々の自転車部品は常に改良が続けられている。
【０００３】
　近年、ライダーにとって、ライディングを簡単に、また、より楽しいものとするために
、自転車には電気部品が装備されてきている。中には、サイクルコンピュータあるいは制
御ユニットによってライディングコンディションに応じて自動的に調整されるシフトユニ
ットを装備している自転車がある。特に、フロント及びリアディレーラは、近年、自動化
されてきている。
【０００４】
　フロントディレーラは、一般的に、自転車フレームのシートチューブあるいはボトムブ
ラケットに固定される。基本的に、フロントディレーラは、自転車フレームに移動不能に
固定された固定部材すなわちベース部材と、固定部材に対して相対的に移動可能に支持さ
れた可動部材とを含む。一般に、固定部材は、シートチューブに固定される管状の取付け
部材である。可動部材は、一般に、チェーンと当接しフロントスプロケット間で移動させ
るための１組のケージプレートを有するチェーンガイドを備える。可動部材は、通常、バ
ネによって、所定の方向に、固定部材に対して相対的に付勢される。可動部材は、通常、
フロントディレーラに連結されるシフト制御ケーブルを引っ張り及び／または解放するこ
とにより、固定部材に対して相対的に移動される。可動部材及び固定部材は、通常、回動
リンクを介して相互に連結される。手動フロントディレーラにおいて、制御ケーブルは、
トルクを印加するよう一の回動リンクに接続され、それによって、リンクが可動部を移動
させる。制御ケーブルは、操作力が制御ケーブルに印加される位置でリンクに固定される
。ケーブルに対するこの力は、リンク揺動トルクに変換される。モータ駆動フロントディ
レーラにおいて、モータは、制御ケーブルを引っ張り、解放するために用いられる。ある
いは、モータは駆動系によってフロントディレーラに接続される。
【特許文献１】米国特許６，０７３，７３０号
【特許文献２】米国特許６，２１２，０７８号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本開示によって、この技術分野において、モータ駆動フロントディレーラの改良に対す
るニーズがあることが明らかにされる。本発明は、このニーズと同様に、本開示から、当
業者に対して、明らかにされる他のニーズに対してもなされたものである。
【０００６】
　本発明の目的は、信頼性の高い電動ディレーラモータユニットを有する自転車用モータ
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駆動ディレーラアッセンブリを提供することにある。
【０００７】
　本発明の他の目的は、耐久性の高い電動ディレーラモータユニットを有する自転車用モ
ータ駆動ディレーラアッセンブリを提供することにある。
【０００８】
　本発明の他の目的は、比較的簡単な構成で、製造及び組み立てにコストがかからない電
動ディレーラモータユニットを有する自転車用モータ駆動ディレーラアッセンブリを提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一見知に係るモータ駆動ディレーラアッセンブリは、ディレーラモータと、デ
ィレーラモータ支持部と、出力シャフトと、モータリンク機構と、ディレーラリンク機構
と、チェーンガイドと、を備えている。ディレーラモータ支持部は、ディレーラモータハ
ウジングを有し、ディレーラモータハウジングは、ディレーラモータを支持するとともに
、固定体及びフレーム装着部を形成するディレーラ装着部材を支持する。出力シャフトは
、ディレーラモータに機能的に連結されるとともにディレーラモータ支持部に回転可能に
支持され、回転軸を有するとともに回転軸からオフセットして設けられた偏心駆動ピンを
有する。モータリンク機構は偏心駆動ピンに機能的に連結されている。ディレーラリンク
機構は、外側リンク及び内側リンクを含む４節リンク機構から構成され、モータリンク機
構に機能的に連結されている。チェーンガイドはディレーラリンク機構によって固定体に
可動に連結される。そして、ディレーラリンク機構は出力シャフトの回転軸の回りの偏心
駆動ピンの移動に応じて第１シフト位置と第２シフト位置との間でチェーンガイドを移動
させる。
【００１０】
　本発明の別の見知に係るモータ駆動ディレーラアッセンブリは、駆動シャフトを有する
ディレーラモータと、ドライブトレインと、ディレーラモータ支持部と、出力シャフトと
、モータリンク機構と、ディレーラリンク機構と、チェーンガイドと、を備えている。ド
ライブトレインは、ディレーラモータの駆動シャフトに機能的に連結される少なくとも１
つの中間ギアと、中間ギアに機能的に連結されるウォームギアとを有し、ディレーラモー
タの駆動シャフトの回転により中間ギア及びウォームギアを回転させる。ディレーラモー
タ支持部は、ディレーラモータ及びドライブトレインを支持するとともに、固定体及びフ
レーム装着部を形成するディレーラ装着部材を支持する。出力シャフトは、ドライブトレ
インのウォームギアと噛合する出力ギアを有し、ディレーラモータ支持部に回転可能に支
持され、回転軸を有するとともに回転軸からオフセットして設けられた偏心駆動ピンを有
する。モータリンク機構は出力シャフトに機能的に連結されている。ディレーラリンク機
構は、外側リンク及び内側リンクを含む４節リンク機構から構成され、モータリンク機構
に機能的に連結されている。チェーンガイドはディレーラリンク機構によって固定体に可
動に連結されている。そして、ディレーラリンク機構は出力シャフトの回転軸の回りの偏
心駆動ピンの移動に応じて第１シフト位置と第２シフト位置との間でチェーンガイドを移
動させる。
【発明の効果】
【００１１】
　以上のような本発明では、交換が容易にでき、他への流用、例えば、フロントとリアの
変速機を共用する等が容易になる。また、トラブル発生時に対応が簡単になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　［第１実施形態］
　本発明にかかる実施形態を、図面を用いて説明する。以下の本発明にかかる実施形態の
説明は単なる例示であって、添付の特許請求の範囲及びそれらの均等物によって決められ
る本発明を限定するものではないことは、本開示から、当業者には明らかであろう。
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【００１３】
　図１に、本発明の第１実施形態によるモータ駆動フロントディレーラッセンブリ１２を
備える自転車１０を示す。図１～５に示す通り、自転車１０はシートチューブ１６を有す
る自転車フレーム１４を有しており、シートチューブ１６に、ブラケット１８及び留め具
すなわちボルト１９によってモータ駆動フロントディレーラッセンブリ１２が装着されて
いる。フロントディレーラ１２は、電気シフトケーブルを介して電気制御装置に連結され
た電気シフトユニット２０によって従来と同様に操作され、これによって、チェーン２１
を自転車駆動部２４の少なくとも２つのフロントスプロケットすなわちチェーンホイール
２２，２３の間で移動させる。それぞれの制御装置は、好ましくは米国特許６，０７３，
７３０号（出願人、株式会社シマノ）及び米国特許６，２１２，０７８号（出願人、株式
会社シマノ）にかかる電気シフトユニット２０に、機能的に連結される１組のシフトボタ
ンを備えている。
【００１４】
　自転車１０のこれらの部品は周知であるので、これらの部品は、本発明と組み合わせて
用いるために変更したものを除いて、ここでは詳細に説明、例示しない。また、ここでは
説明、例示しない種々の従来の自転車部品も、本発明と組み合わせて使用することができ
る。
【００１５】
　モータ駆動フロントディレーラッセンブリ１２は、基本的に、モータ駆動フロントディ
レーラユニット３１と、モータ駆動フロントディレーラ装着部材３２と、フロントディレ
ーラモータユニット３３と、モータリンク機構３４とを備える。モータ駆動フロントディ
レーラユニット３１、フロントディレーラモータユニット３３及びモータリンク機構３４
はすべて、モータ駆動フロントディレーラ装着部材３２に装着される。モータ駆動フロン
トディレーラ装着部材３２は、自転車フレーム１４のシートチューブ１６にモータ駆動デ
ィレーラッセンブリ１２を固定して連結するように構成されている。
【００１６】
　後述する通り、モータ駆動フロントディレーラアッセンブリ１２は、少なくとも図１～
図６に示す下位側シフト位置と図７～図１０に示すトップ側シフト位置との間を移動する
ように構成されている。また、図１１に示す通り、モータリンク機構３４はディレーラ保
護配置のための設計がなされており、モータ駆動フロントディレーラユニット３１がひっ
かかって動かなくなった場合であっても、ディレーラモータユニット３３は動作できる。
チェーン２１をシフトさせる基本動作は従来のものと同様でありここでは詳細に例示しな
い。
【００１７】
　図１～図１１から明らかなように、フロントディレーラユニット３１は、以下に説明す
る、チェーンガイド４０と、ディレーラリンク機構４１と、装着部材３２の一部である固
定体４２とを基本的に備える。チェーンガイド４０及び固定体４２と共に、ディレーラリ
ンク機構４１は、チェーンガイド４０の横方向移動を制御する４節リンク機構を形成する
。ディレーラリンク機構４１は、固定体４２とチェーンガイド４０との間に機能的に接続
されるよう構成されており、これによって少なくともトップ側シフト位置と低速側シフト
位置との間、すなわち、少なくとも第１及び第２シフト位置との間でチェーンガイド４０
の横方向移動が行われる。より詳細には、チェーンガイド４０は、モータリンク機構３４
に機能的に連結されるディレーラリンク機構４１によって、固定体４２に可動に連結され
る。これによって、フロントディレーラモータユニット３３の動作に応じて第１シフト位
置と第２シフト位置との間でチェーンガイド４０を移動させる。チェーンガイド４０のこ
の横方向移動によって、自転車ドライブトレイン２４のスプロケット２２と２３との間で
チェーン２１をシフトさせる。
【００１８】
　チェーンガイド４０は、好ましくは硬質剛性材料から構成される。例えば、チェーンガ
イド４０は、好ましくは所望の形状に曲げられた板金など金属材料から構成される。図３
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、図４、図８及び図９から明らかなように、チェーンガイド４０は第１及び第２シフト回
動点Ｐ１，Ｐ２をそれぞれ有する。これにより、ディレーラリンク機構４１をチェーンガ
イド４０に回動可能に固定する。詳細には、ピボットピン４３，４４が、チェーンガイド
４０を回動可能にディレーラリンク機構４１に連結する。チェーンガイド４０は、１組の
垂直シフトプレート４０ａ，４０ｂによって形成されるチェーン収容スロットを有する。
垂直シフトプレート４０ａ，４０ｂはチェーン２１と係合するように構成されており、こ
れによって、自転車１０に対してほぼ横方向にチェーン２１を移動させることが可能であ
る。シフトプレート４０ａ，４０ｂは、１組のプレート４０ｃ，４０ｄによって互いに連
結される。上部プレート４０ｃは、シフトプレート４０ａ，４０ｂの間で一体的に形成さ
れる。下部プレート４０ｄは、外側のシフトプレート４０ｂと一体的に形成された一端を
有する。他端は、ネジあるいはリベットなどの留め具を介して内側シフトプレート４０ａ
に取り付けられる。
【００１９】
　ディレーラリンク機構４１は、基本的に、第１すなわち外側リンク４５と、第２すなわ
ち内側リンク４６とを備える。これらのリンクは、固定体４２に回動可能に連結された第
１端部と、チェーンガイド４０に回動可能に連結された第２端部とを有する。詳細には、
外側リンク４５は、ピボットピン４７によって固定体４２の第１固定回動点Ｐ３に回動可
能に連結された第１端部４５ａと、ピボットピン４３によってチェーンガイド４０の第１
シフト回動点Ｐ１に回動可能に連結された第２端部４５ｂとを有する。同様に、内側リン
ク４６は、ピボットピン４８によって固定体４２の第２固定回動点Ｐ４に回動可能に連結
された第１端部４６ａと、ピボットピン４４によってチェーンガイド４０の第２シフト回
動点Ｐ２に回動可能に連結された第２端部４６ｂとを有する。
【００２０】
　以上の説明から明らかなように、ディレーラリンク機構４１は、好ましくは、外側リン
ク４５と、内側リンク４６と、第１及び第２シフト回動点Ｐ１，Ｐ２の間に延びるチェー
ンガイド４０の一部と、第１及び第２固定回動点Ｐ３，Ｐ４の間に延びる固定体４２の一
部とによって形成される４節リンク機構である。このように、回動点Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３，
Ｐ４の回動軸はすべて、互いにほぼ平行である。
【００２１】
　ディレーラリンク機構４１が最も延びた位置にチェーンガイド４０を保持するとき、チ
ェーンガイド４０は最も外側のスプロケット２２、つまりシートチューブ１６から最も離
れたスプロケット上に位置する。ディレーラリンク機構４１が最も収縮した位置にチェー
ンガイド４０を保持するとき、チェーンガイド４０は最も内側のスプロケット２３、つま
りシートチューブ１６に最も近いスプロケット上に位置する。チェーンガイド４０及びデ
ィレーラリンク機構４１のこれらの移動は、シフトユニットによって制御される。
【００２２】
　外側リンク４５は、トップ側位置調整ネジ４９及び低速側位置調整ネジ５０を収容する
２つのネジ孔４５ｃ，４５ｄ（図１９以降を参照）を有する。外側リンク４５の２つのネ
ジ孔４５ｃ，４５ｄと、調整ネジ４９，５０とは、チェーンガイド４０のトップ側及び低
速側位置を細かく調整する機械的調整装置を形成する。このように、機械的調整装置は、
固定体４２に対して相対的にチェーンガイド４０の第１及び第２シフト位置を変更するよ
うに構成されている。つまり、第１すなわち低速用調整ネジ５０は、固定体４２に対して
相対的にチェーンガイド４０の第１すなわち低速側シフト位置を変更するように構成され
ている。また、第２すなわちトップ用調整ネジ４９は、固定体４２に対して相対的にチェ
ーンガイド４０の第２すなわちトップ側シフト位置を変更するように構成されている。こ
こでは、調整ネジ４９，５０が外側リンク４５に装着されている。しかしながら、調整ネ
ジ４９，５０を、調整ネジが螺合されていない固定体４２、チェーンガイド４０、リンク
４５，４６の１つ、あるいはモータリンク機構３４に調整ネジの自由端を当接させた状態
で、固定体４２、チェーンガイド４０、リンク４５，４６のいずれか１つに装着すること
ができることは、本開示から明らかであろう。また、調整ネジはモータリンク機構３４及
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びディレーラリンク機構４１の一方に螺合されて連結されており、調整ネジの自由端は、
調整ネジが螺合されていないモータリンク機構３４及びディレーラリンク機構４１の一方
と当接していることも、本開示から明らかであろう。例示の実施形態においては、以下に
説明する通り、低速用調整ネジ５０は、固定体４２と当接する低速用調整ネジ５０の自由
端によって固定体４２に対して相対的にチェーンガイド４０の低速側シフト位置を変更す
るように構成されている。また、トップ用調整ネジ４９は、モータリンク機構３４と当接
するトップ用調整ネジ４９の自由端によって、固定体４２に対して相対的にチェーンガイ
ド４０のトップ側シフト位置を変更するように構成されている。
【００２３】
　図１２～図１８から明らかなように、モータ駆動フロントディレーラ装着部材３２は、
基本的に、自転車フレーム装着部５１と、フロントディレーラ装着部５２と、モータユニ
ット装着部５３とを備える。自転車フレーム装着部５１と、フロントディレーラ装着部５
２と、モータユニット装着部５３とは、単一部材として一体的に形成される。フロントデ
ィレーラ装着部５２及びモータユニット装着部５３はディレーラモータ支持構造を形成す
る。
【００２４】
　自転車フレーム装着部５１は、ブラケット１８によって、自転車フレーム１４のシート
チューブ１６に連結されるように構成されている。自転車フレーム装着部５１は、モータ
駆動フロントディレーラ装着部材３２の第１の側から、ネジ孔５４ｂを有する曲面状フロ
ント面５４ａを形成する自由端へ、外側に突出する突出部５４を備える。曲面状フロント
面５４ａは、ブラケット１８の対応する曲面部と当接するように構成されており、これに
よって、モータ駆動フロントディレーラ装着部材３２はブラケット１８に対して相対的に
回転することがない。ボルト１９の１つは自転車フレーム装着部５１のネジ孔５４ｂに螺
合される。また、他の２つのボルト１９は、シートチューブ１６に形成されたネジ孔に螺
合される。これによって、モータ駆動フロントディレーラ装着部材３２は、ブラケット１
８を介して自転車フレーム１４に固定される。
【００２５】
　フロントディレーラ装着部５２は、フロントディレーラユニット３１のディレーラリン
ク機構４１に連結されるように構成されている。詳細には、フロントディレーラ装着部５
２は、第１及び第２リンク支持部５２ａ，５２ｂを有する。第１及び第２リンク支持部５
２ａ，５２ｂは、それらの間に第１及び第２リンク４５，４６の収容のためにリンク収容
空間を形成する。このように、第１及び第２リンク支持部５２ａ，５２ｂは、フロントデ
ィレーラ固定体４２を形成する。第１及び第２リンク支持部５２ａ，５２ｂは、それぞれ
、第１固定回動点Ｐ３の第１回動軸を形成する第１ピボットピン装着孔５２ｃと、第２固
定回動点Ｐ４を形成する第２ピボットピン装着孔５２ｄとを有する。第１及び第２リンク
支持部５２ａ，５２ｂは、第１ピボットピン装着孔５２ｃにおいて、第２ピボットピン装
着孔５２ｄとは第１及び第２リンク支持部５２ａ，５２ｂの間隔が異なるように構成され
ている。これによって、異なるサイズの第１及び第２リンク４５，４６が収容され得る。
第２固定回動点Ｐ４の第２回動軸は、第１固定回動点Ｐ３の第１回動軸とほぼ平行である
。図８から明らかなように、第２固定回動点Ｐ４を形成する第２ピボットピン装着孔５２
ｄの第１回動軸がネジ孔５４ｂを貫通している。
【００２６】
　モータユニット装着部５３は、フロントディレーラモータユニット３３と連結されるよ
うに構成されている。モータユニット装着部５３は複数の（３つの）ネジ孔５３ａを備え
る。これらのネジ孔５３ａは、モータユニット装着部５３の複数の装着部を形成する。モ
ータユニット装着部５３は、また、中心軸を有する出力シャフト切欠き部５３ｂを備えて
いる。その中心軸は、フロントディレーラ装着部５２の第１及び第２固定回動点Ｐ３，Ｐ

４の回動軸とほぼ平行である。モータユニット装着部５３の出力シャフト切欠き部５３ｂ
は、モータユニット装着部５３の部材に囲まれた孔である。モータユニット装着部５３は
、バネ装着ピン５５が装着されるピン装着孔５３ｃをさらに有する。
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【００２７】
　次に図２、図７及び図３６～図４７を参照して、フロントディレーラモータユニット３
３は、基本的に、ディレーラモータユニット支持構造６１（図２、図７、図３６及び図３
９～図４７）と、ディレーラモータ６２（図３７及び図３８）と、モータドライブトレイ
ン６３（図３７及び図３８）と、位置制御装置６４（図３６及び図３７）とを備える。フ
ロントディレーラモータユニット３３は、ディレーラモータ支持部を形成するモータユニ
ット装着部５３に装着される。フロントディレーラモータユニット３３は、モータリンク
機構３４及びディレーラリンク機構４１によってチェーンガイド４０に機能的に連結され
る。このように、シフトユニット２０によるフロントディレーラモータユニット３３の動
作が、低速側及びトップ側シフト位置の間でチェーンガイド４０をシフトさせる。
【００２８】
　ディレーラモータユニット支持構造６１は、基本的に、モータユニットケーシングすな
わちハウジング７１（図３９～図４３）と、モータユニットカバー７２（図４４～図４７
）とを備える。ケーシング７１及びカバー７２は、ディレーラモータ６２及びモータドラ
イブトレイン６３を囲むとともに支持するように構成されている。好ましくは、ケーシン
グ７１及びカバー７２は、硬質プラスチック材料などの剛性で軽量な材料から構成されて
いる。
【００２９】
　図３７～図３９に示す通り、ケーシング７１は、内部にフロントディレーラモータユニ
ット３３を収容するとともに支持する凹部７１ａを有する。ケーシング７１は、また、１
組のギアシャフト支持孔７１ｂ，７１ｃと、出力シャフト孔７１ｄとを有する。それらは
モータドライブトレイン６３を支持するように構成されている。
【００３０】
　図３８に示す通り、ディレーラモータ６２は、ディレーラモータユニット支持構造６１
のケーシング７１に装着される。ディレーラモータ６２は、バッテリー源あるいは発電器
によって電力が供給される可逆電動モータである。ディレーラモータ６２は、電気コード
によってシフトユニット２０に、他の電気コードによって動力源（バッテリー源あるいは
発電器）に、それぞれ電気的に接続される。ディレーラモータ６２は、モータドライブト
レイン６３に機能的に連結された駆動シャフト７５を有する。ディレーラモータ６２など
の可逆電動モータは、周知であるので、詳細に説明、例示しない。
【００３１】
　図３７及び図３８に示す通り、モータドライブトレイン６３は、基本的に、ウォームギ
ア８１と、第１中間ギア８２と、第２中間ギア８３と、出力ギア８４とを備える。出力ギ
ア８４は出力シャフト８５に装着される。モータドライブトレイン６３は、出力シャフト
８５を介してモータリンク機構３４にディレーラモータ６２の駆動シャフト７５の回転運
動を伝達する。詳細には、ウォームギア８１はディレーラモータ６２の駆動シャフト７５
に装着されており、ウォームギア８１の螺旋歯は第１中間ギア８２の第１セットの歯と噛
み合う。第１中間ギア８２は、第２中間ギア８３の第１セットの歯と噛み合う第２セット
の歯を有する。そして、第２中間ギア８３は、出力ギア８４の歯と噛み合う第２セットの
歯を有する。出力ギア８４は出力シャフト８５に装着されている。これにより、出力シャ
フト８５はモータリンク機構３４に連結される。このように、モータドライブトレイン６
３は、ディレーラモータ６２の駆動シャフト７５と出力シャフト８５との間に配置される
。
【００３２】
　図４３に示す通り、出力シャフト８５は、ベアリング８６によって、ケーシング７１の
出力シャフト孔７１ｄに回転可能に支持される。もちろん、ベアリング８６を、ケーシン
グ７１の代わりにモータ駆動ディレーラ装着部材３２に装着し、これによって、出力シャ
フト８５をモータ駆動ディレーラ装着部材３２に回転可能に支持してもよい。いずれの場
合も、出力シャフト８５は、第１回転位置と第２回転位置との間で回転軸Ａ１の回りに回
転するように構成されている。第２回転位置は、ディレーラモータ６２の駆動シャフト７
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５の回転による第１回転方向とは逆である。出力シャフト８５は、出力シャフト８５の回
転軸Ａ１からオフセットした軸Ａ２を有する偏心駆動ピン８５ａを備える。
【００３３】
　図３６及び図３７に示す通り、位置制御装置６４は、基本的に、プリント回路板８７と
、位置センサ部材８８と、フォトインタラプタ８９と、トップ－低速ブラシセンサ９０と
を備える。プリント回路板８７上には、シフトユニット２０を介してディレーラモータ６
２の動作を制御する複数個の電気回路が、従来と同様に形成されている。より詳細には、
プリント回路板８７は、片持ち式で連結された電気接点ブラシ８７ａ，８７ｂ，８７ｃを
有する電気接点プレートを備える。これらブラシ８７ａ，８７ｂ，８７ｃは、出力ギア８
４に装着されるトップ－低速ブラシセンサ９０と接触する。つまり、トップ－低速ブラシ
センサ９０は出力ギア８４と共に回転する。ブラシ８７ａ，８７ｂ，８７ｃは選択的に３
つの電気接点と接触する。つまり、ブラシ８７ａ，８７ｂ，８７ｃは、接点９０ａ，９０
ｂ，９０ｃと協働して、第１回転方向あるいは第２回転方向（反対方向）のいずれにもデ
ィレーラモータ６２を駆動する電気回路を構成する。出力シャフト８５の位置は、位置セ
ンサ部材８８及びフォトインタラプタ８９を用いることにより決定される。位置センサ部
材８８は対向する中間ギア８２に装着されており、これによって、位置センサ部材８８は
共に回転する。位置センサ部材８８には、フォトインタラプタ８９によって検出される複
数の開口部が、周方向に間隔を空けて配置される。つまり、フォトインタラプタ８９は、
第１中間ギア８２の相対位置を決定する位置センサ部材８８を検出する。第１中間ギア８
２の位置は出力シャフト８５の位置と直接関連するため、出力シャフト８５の位置を容易
に決定することができる。このように、シフトユニット２０は、第１中間ギア８２の相対
位置に基づいてチェーンガイド４０の位置を決定することができる。
【００３４】
　図１～図１１を参照して、モータリンク機構３４は、基本的に、駆動すなわちモータリ
ンク９１と、セーバリンク９２と、セーバリンク付勢部材９３と、位置決め付勢部材９４
とを備える。セーバリンク９２及びセーバリンク付勢部材９３は、異物等の噛み込みによ
ってチェーンガイド４０の移動が妨げられた際にモータ等を保護する構造、すなわちジャ
ミング保護構造を形成する。モータリンク機構３４は、出力シャフト８５の偏心駆動ピン
８５ａとディレーラリンク機構４１との間に機能的に連結される。このジャミング保護構
造は、剛性伝達状態と伝達力吸収状態の間で移動するように構成されている。
【００３５】
　図４、図６、図９、図１０及び図１１に示す通り、駆動リンク９１は、出力シャフト８
５とディレーラリンク機構４１に対して相対的に構成され、第１シフト位置と第２シフト
位置との間でチェーンガイド４０をシフトさせる。図２３～図２５に詳細に示す通り、駆
動リンク９１は、第１駆動リンク端部９１ａと第２駆動リンク端部９１ｂとを有する。第
１駆動リンク端部９１ａは、出力シャフト８５の偏心駆動ピン８５ａに装着されており、
これによって、偏心駆動ピン８５ａは第１駆動リンク端部９１ａに形成された孔の中で回
転することができる。第２駆動リンク端部９１ｂは、ピボットピン９５によってセーバリ
ンク９２に回動可能に連結される。したがって、出力シャフト８５が回転するとき、駆動
リンク９１が移動すなわちシフトされる。駆動リンク９１は、第１及び第２駆動リンク端
部９１ａ，９１ｂの間に延びる長手方向軸Ｌを有する。駆動リンク９１の長手方向軸Ｌは
、チェーンガイド４０が第１シフト位置にあるときの第１方向（図４及び図６）と、チェ
ーンガイド４０が第２シフト位置にあるときの第２方向（図９及び図１０）を有しており
、駆動リンク９１の長手方向軸Ｌの第１及び第２方向は、４５度未満で変更される。
【００３６】
　図２６～図２９からよくわかる通り、セーバリンク９２は、好ましくは、第１セーバリ
ンク端部９２ａと、第２セーバリンク端部９２ｂと、制御すなわちストップフランジ９２
ｃとを有する。セーバリンク９２の第１セーバリンク端部９２ａは、ピボットピン９５に
よって、駆動リンク９１の第２駆動リンク端部９１ｂに回動可能に連結される。第２セー
バリンク端部９２ｂは、ディレーラリンク機構４１の外側リンク４５に機能的に連結され
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ている。制御すなわちストップフランジ９２ｃは第２セーバリンク端部９２ｂから延設さ
れており、図１０に示す通り、モータリンク機構３４がトップ側シフト位置に駆動される
ときに、トップ用調整ネジ４９と当接するように配置される。このように、トップ用調整
ネジ４９は、セーバリンク９２の制御すなわちストップフランジ９２ｃと当接するトップ
用調整ネジ４９の自由端によって、チェーンガイド４０のトップ側シフト位置を固定体４
２に対して相対的に変更するように構成されている。
【００３７】
　フロントディレーラユニット３１を調整する際に、フロントディレーラユニット３１は
、モータ駆動フロントディレーラ装着部材３２及びブラケット１８によって、フレーム１
２に装着される。そして、トップ側シフト位置はトップ用調整ネジ４９を調整することに
より設定され、これによって、チェーンガイド４０がフロントチェーンホイール２２上に
配置される。トップ側シフト位置のこの調整は、外側リンク４６とセーバリンク９２との
間の相対配置を変更する。詳細には、トップ用調整ネジ４９の調整は、セーバリンク付勢
部材９３の付勢力を打ち消すこと、つまり、セーバリンク付勢部材９３を圧縮することに
よって、外側リンク４６とセーバリンク９２との間の相対配置を変更する。トップ側シフ
ト位置がセットされると、チェーンガイド４０が外側リンク４６と共に移動するので、低
速側シフト位置もトップ用調整ネジ４９の調整により変更される。このようにして、低速
側位置が、固定体４と当接する低速用調整ネジ５０を用いることにより設定され、これに
より、チェーンガイド４０は小径のフロントチェーンホイール２３上に配置される。言い
換えると、低速用調整ネジ５０の調整は、セーバリンク付勢部材９３の付勢力をさらに打
ち消すこと、つまり、セーバリンク付勢部材９３をさらに圧縮することによって、チェー
ンガイド４０がフロントチェーンホイール２３上に配置されたときの外側リンク４６とセ
ーバリンク９２との間の相対配置を変更する。
【００３８】
　図３０及び図３１から明らかなように、セーバリンク付勢部材９３は、好ましくは、コ
イル部９３ａと、第１脚部９３ｂと、第２脚部９３ｃとを有するトーションバネである。
コイル部９３ａは、外側リンク４５にセーバリンク９２を接続するピボットピン４７の回
りに配置される。セーバリンク付勢部材９３の第１脚部９３ｂは、セーバリンク９２と係
合する。また、第２脚部９３ｃは、ディレーラリンク機構４１の外側リンク４５と当接す
る。このように、セーバリンク９２は、ピボットピン４７の回りに、ディレーラのリア側
から見て反時計回り方向に付勢される。また、外側リンク４５は、ピボットピン４７の回
りに、ディレーラのリア側から見て時計回りに付勢される。つまり、セーバリンク付勢部
材９３は、通常（正常）動作時は、駆動リンク９１とディレーラリンク機構４１との間の
実質的に剛性な連結を保持する付勢力を与える。このように、セーバリンク９２はディレ
ーラリンク機構４１に回動可能に連結されるとともに、セーバリンク付勢部材９３はセー
バリンク９２とディレーラリンク機構４１との間に機能的に連結される。これにより、伝
達力吸収状態から剛性伝達状態にセーバリンク９２を付勢する。そのため、通常（正常）
動作時においては、セーバリンク４２とディレーラリンク機構４１との間は実質的に剛性
な連結が保持され、一方、異物の噛み込み等によってチェーンガイドの移動が妨げられた
異常時には、セーバリンク４２とディレーラリンク機構４１とは弾性的に連結されること
になって、モータからの駆動力がセーバリンク付勢部材９３に吸収される。
【００３９】
　より詳細には、図１１に示すように、チェーンガイド４０がトップ側位置で動かなくな
った状態で、モータリンク機構３４が出力シャフト８５によって低速側シフト位置に駆動
されると、セーバリンク９２は、セーバリンク付勢部材９３の第１脚部９３ｂの付勢力に
抗して、ピボットピン４７の回りに、ディレーラのリアから見て時計回りに回転する。こ
のように、セーバリンク９２及びセーバリンク付勢部材９３を用いることにより、弾性的
な連結がセーバリンク９２とディレーラリンク機構４１との間に形成される。つまり、セ
ーバリンク９２及びセーバリンク付勢部材９３は、ディレーラリンク機構４１に駆動リン
ク９１の第２駆動リンク端部９１ｂを接続する弾性的な連結を形成する。この弾性的連結
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はジャミング保護構造を形成する。
【００４０】
　位置決め付勢部材９４は、好ましくは、偏心駆動ピン８５ａに連結された第１端部と、
モータユニット装着部５３のバネ装着ピン５５に接続された第２端部とを有する引張バネ
である。位置決め付勢部材９４は、トップ側位置か低速側位置のいずれかに位置決め付勢
部材９４の付勢力がモータリンク機構３４を保持するように構成されている。つまり、モ
ータリンク機構３４がトップ側位置にあるとき、位置決め付勢部材９４の力線は、出力シ
ャフト８５の回転軸Ａ１からオフセットされており、これによって、出力シャフト８５に
ディレーラのリア側から見て反時計回りの力を印加する。しかしながら、モータリンク機
構３４が低速側位置に移動したとき、位置決め付勢部材９４の力線は時計回りの力が出力
シャフト８５に印加されるような状態となる。したがって、位置決め付勢部材９４は、モ
ータが作動していないとき、トップあるいは低速側位置のいずれかにチェーンガイド４０
を保持する補助を十分に行うように構成されている。
【００４１】
　［第２実施形態］
　次に、図４８～図８２を参照して、本発明の第２実施形態にかかるモータ駆動フロント
ディレーラアッセンブリ１１２を説明する。第１実施形態のモータ駆動フロントディレー
ラ装着部材３２及びフロントディレーラモータ装着ユニット３３が変形例としてのモータ
駆動フロントディレーラ装着部材１３２及び変形例としてのフロントディレーラモータユ
ニット１３３と置き換えられたことを除いて、基本的に、モータ駆動フロントディレーラ
アッセンブリ１１２は、上述したモータ駆動フロントディレーラアッセンブリ１２と同一
である。つまり、モータ駆動フロントディレーラ装着部材１３２及びフロントディレーラ
モータユニット１３３を除いて、フロントモータ駆動ディレーラアッセンブリ１１２の他
のすべての部材は、第１実施形態のモータ駆動フロントディレーラアッセンブリ１２と同
一である。第１実施形態と第２実施形態との類似点を考慮して、第１実施形態の部材と同
一の第２実施形態の部材には、第１実施形態の部材と同じ参照符号を付している。また、
説明の簡略化のために、第１実施形態の部材と同一の第２実施形態の部材の説明を省略す
る。
【００４２】
　図５２～図５５から明らかなように、モータ駆動フロントディレーラ装着部材１３２は
、基本的に、自転車フレーム装着部１５１と、フロントディレーラ装着部１５２と、一体
型フロントディレーラモータケーシング１７１を有するモータユニット装着部１５３とを
備える。自転車フレーム装着部１５１、フロントディレーラ装着部１５２及びモータユニ
ット装着部１５３は、フロントディレーラモータケーシング１７１と一体の単一部材とし
て形成される。フロントディレーラ装着部１５２及びモータユニット装着部１５３はディ
レーラモータ支持構造を形成する。
【００４３】
　自転車フレーム装着部１５１は、第１実施形態と同様に、ブラケット１８によって、自
転車フレーム１４のシートチューブ１６に連結されるように構成されている。自転車フレ
ーム装着部１５１は、モータ駆動フロントディレーラ装着部材１３２の第１の側から、ネ
ジ孔１５４ｂを有する曲面状フロント面１５４ａを形成する自由端へ、外側に突出する突
出部１５４を備える。曲面状フロント面１５４ａは、ブラケット１８の対応する曲面部と
当接するように構成されており、これによって、モータ駆動フロントディレーラ装着部材
１３２はブラケット１８に対して相対的に回転することがない。
【００４４】
　フロントディレーラ装着部１５２についても、第１実施形態と同様に、フロントディレ
ーラユニット３１のディレーラリンク機構４１に連結されるように構成されている。詳細
には、フロントディレーラ装着部１５２は、第１及び第２リンク支持部１５２ａ，１５２
ｂを有する。第１及び第２リンク支持部１５２ａ，１５２ｂは、それらの間に第１及び第
２リンク（外側リンク及び内側リンク）４５，４６の収容のためにリンク収容空間を形成
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するよう構成され配置される。このように、第１及び第２リンク支持部１５２ａ，１５２
ｂは、フロントディレーラ固定体１４２を形成する。第１及び第２リンク支持部１５２ａ
，１５２ｂは、それぞれ、第１固定回動点Ｐ３の第１回動軸を形成する第１ピボットピン
装着孔１５２ｃと、第２固定回動点Ｐ４を形成する第２ピボットピン装着孔１５２ｄとを
有する。第１及び第２リンク支持部１５２ａ，１５２ｂは、第１ピボットピン装着孔１５
２ｃにおける間隔が、第２ピボットピン装着孔１５２ｄにおける間隔とは異なるように構
成されている。これによって、異なるサイズの第１及び第２リンク４５，４６が収容され
る。図５３から明らかなように、第２ピボットピン装着孔１５２ｄの第１回動軸がネジ孔
１５４ｂを貫通している。
【００４５】
　モータユニット装着部１５３は、フロントディレーラモータユニット１３３と連結され
る。モータユニット装着部１５３は、フロントディレーラモータケーシング１７１を形成
するカップ状部分を有する。また、モータユニット装着部１５３は中心軸を有する出力シ
ャフト開口部１５３ｂを備えている。その中心軸は、フロントディレーラ装着部１５２の
第１及び第２固定回動点の回動軸とほぼ平行である。モータユニット装着部１５３は、フ
ロントディレーラモータユニット１３３の部材を固定するための種々の装着孔をさらに有
する。
【００４６】
　次に、図５６～図８２を参照して、フロントディレーラモータユニット１３３の種々の
部材をより詳細に説明する。フロントディレーラモータユニット１３３は、モータ駆動フ
ロントディレーラ装着部材１３２のケーシング１７１に装着されるものである。図７４に
示す通り、フロントディレーラモータユニット１３３は、基本的に、モータユニットカバ
ー構造１６０と、ディレーラモータ支持部構造１６１と、ディレーラモータ１６２と、モ
ータドライブトレイン１６３と、位置制御装置１６４とを備える。フロントディレーラモ
ータユニット１３３は、第１実施形態と同様に、モータリンク機構３４及びディレーラリ
ンク機構４１によってチェーンガイド４０に機能的に連結される。このように、シフトユ
ニット２０によるフロントディレーラモータユニット１３３の動作が、下位側及びトップ
側シフト位置の間でチェーンガイド４０をシフトさせる。
【００４７】
　フロントディレーラモータユニット１３３のモータユニットカバー構造１６０は、基本
的に、後カバー１６０ａ（図５６～図５９）と、中間カバー１６０ｂ（図６０～図６４）
と、前カバー１６０ｃ（図６５～図６８）とを有する。モータユニットカバー構造１６０
の部品は、硬質剛性プラスチックあるいは金属などの剛性材料で構成される。後カバー１
６０ａ、中間カバー１６０ｂ及び前カバー１６０ｃは、留め具（図示せず）によってケー
シング１７１に固定して連結される。後カバー１６０ａは、好ましくは金属製であり、ベ
アリング１６５を収容する出力シャフト収容孔１６０ｄを有する。後カバー１６０ａ、中
間カバー１６０ｂ及び前カバー１６０ｃの厳密な構造は、本発明においては重要ではなく
、ここでは詳細に説明しない。
【００４８】
　図７４～図７９に示す通り、ディレーラモータユニット支持部１６１は、ディレーラモ
ータ１６２及びモータドライブトレイン１６３を囲むとともに、これらを支持するように
構成されている。図に示す実施形態におけるディレーラモータユニット支持部１６１は、
メイン支持部１６１ａ（図７４及び図７６）と、底面ギア支持部１６１ｂ（図７７～図７
９）とを備える。好ましくは、ディレーラモータユニット支持部１６１のメイン支持部１
６１ａ及び底面ギア支持部１６１ｂは、硬質プラスチックなどの高剛性で軽量な材料で構
成される。メイン支持部１６１ａは、ディレーラモータ１６２と、モータドライブトレイ
ン１６３と、位置制御装置１６４とを支持している。
【００４９】
　図６９及び図７４に示す通り、ディレーラモータ１６２は、モータドライブトレイン１
６３に機能的に連結されるドライブシャフト１７５を有する。ディレーラモータ１６２は
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、バッテリー源あるいは発電器によって電力が供給される可逆電動モータである。ディレ
ーラモータ１６２は、電気コードによってシフトユニット２０に、他の電気コードによっ
て動力源（バッテリー源あるいは発電器）に、電気的に接続される。
【００５０】
　図６９及び図７４～図７６に示す通り、モータドライブトレイン１６３は、基本的に、
駆動ギア１８０と、第１中間ギア１８１と、第２中間ギア１８２と、ウォームギア１８３
と、出力ギア１８４とを備える。出力ギア１８４は出力シャフト１８５に装着される。モ
ータドライブトレイン１６３は、出力シャフト１８５によってモータリンク機構３４にデ
ィレーラモータ１６２の駆動シャフト１７５の回転運動を伝達する。本実施形態において
、ギア１８０～１８４はすべて金属材料で構成される。
【００５１】
　本実施形態において、駆動ギア１８０は、ディレーラモータ１６２の駆動シャフト１７
５に装着されており、駆動ギア１８０は第１中間ギア１８１の第１セットの歯と噛合する
。第１中間ギア１８１は、第２中間ギア１８２の第１セットの歯と噛合する第２セットの
歯を有する。第２中間ギア１８２及びウォームギア１８３は、中間被駆動シャフト１８６
に装着される。このように、第２中間ギア１８２の回転は、ウォームギア１８３を共に回
転させる。ウォームギア１８３は、出力シャフト１８５を回転させるように出力ギア１８
４と噛合する螺旋歯を有する。
【００５２】
　図４９、７４及び図７６に示す通り、出力シャフト１８５は、リア端部においては後カ
バー１６０ａの出力シャフト収容孔１６０ｄにベアリング１６５によって、中心部におい
てはケーシング１７１の出力シャフト孔１７１ｄにベアリング１８７によって、前端部に
おいてはメイン支持部１６１ａの孔１６１ｃに、それぞれ回転可能に支持される。第１実
施形態と同様に、出力シャフト１８５は、第１回転位置と第２回転位置との間で回転軸Ａ

１の回りに回転する。そして、第２回転位置は、ディレーラモータ１６２の駆動シャフト
１７５の回転による第１回転方向とは反対側である。出力シャフト１８５は、出力シャフ
ト１８５の回転軸Ａ１からオフセットした軸Ａ２を有する偏心駆動ピン１８５ａによって
、モータすなわち駆動リンク９１に連結される。本実施形態においては、偏心駆動ピン１
８５ａは、出力シャフト１８５の別部材である。
【００５３】
　図６９及び図８０～図８２を参照して、位置制御装置１６４は、基本的に、プリント回
路板１８８と、位置センサ部材１８９と、フォトインタラプタ１９０と、トップ－低速ブ
ラシセンサ１９１と、駆動ギア１９２及び位置センサギア１９３とを備える。プリント回
路板１８８は、３つの電気接点１８８ａ，１８８ｂ，１８８ｃが出力ギア１８４に向けら
れるよう、メイン支持部１６１ａに装着される。位置センサ部材１８９は位置センサギア
１９３に装着されており、これによって、位置センサ１８９及び位置センサギア１９３は
共に回転する。位置センサ部材１８９には、フォトインタラプタ１９０によって検出され
る複数の開口部が、間隔を空けて配置される。つまり、フォトインタラプタ１９０は、駆
動ギア１９２を介してドライブトレイン１６３によって駆動される位置センサギア１９３
の相対位置を決定する位置センサ１８９の開口部を検出する。位置センサギア１９３の位
置は出力シャフト１８５の位置と直接関連するため、出力シャフト１８５の位置を容易に
決定することができる。このように、シフトユニット２０は、位置センサギア１９３の相
対位置に基づいてチェーンガイド２０の位置を決定することができる。
【００５４】
　位置センサ部材１８９は、プリント回路板１８８に装着され、位置センサギア１９３の
回転運動を検出するように構成されている。位置センサ部材１８９は、モータ１６２の回
転を制御するよう、プリント回路板１８８の３つの接点１８８ａ，１８８ｂ，１８８ｃに
電気的に接続される。より詳細には、トップ－低速ブラシセンサ１９１は、共に回転する
よう出力ギア１８４に装着される。トップ－低速ブラシセンサ１９１は、１組のブラシ１
９１ａ，１９１ｂを有する。ブラシ１９１ａは電気接点１８８ａと電気的に接触しており
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、ブラシ１９１ｂは、選択的に、トップ側電気接点１８８ｂあるいは低速側電気接点１８
８ｃのいずれかと接触する。
【００５５】
　駆動ギア１９２は中間被駆動シャフト１８６に支持されており、中間被駆動シャフト１
８６には第２中間ギア１８２及びウォームギア１８３が装着されている。駆動ギア１９２
は位置センサギア１９３の歯と噛合する歯を有しており、これにより、駆動ギア１９２が
位置センサギア１９３を回転させる。上述の通り、位置センサ部材１８９は位置センサギ
ア１９３に装着され、これにより、共に回転する。
【００５６】
　ここで、詳細な説明及び特許請求の範囲の記載に用いられた、次の用語、「前方、後方
、上、下向き、垂直、水平、下、横」及び同じく他の同様な方向を示す用語が、本発明の
自転車の方向を示す用語として使用されている。こうした、本発明において用いられるこ
れらの用語は、本発明が適用される自転車に対して相対的な意味で用いられる。
【００５７】
　ここでは、「ほぼ」、「およそ」、「約」といった程度を示す用語は、最終結果が大き
く変わらないような、妥当な変形の条件の変更量を意味するものとして用いる。変更が、
変形という語の意味を損なわない限り、これらの用語には変形の条件の少なくとも±５％
の変更を含むものとする。
【００５８】
　本発明の説明のためにいくつかの実施形態が選択されただけであって、添付の特許請求
の範囲に記載された本発明の範囲を逸脱することがない範囲で、種々の変更、変形ができ
ることは、本開示から当業者には明らかであろう。さらに、前述の本発明にかかる実施形
態の説明は単なる例示であって、添付の特許請求の範囲及びそれらの均等物によって決め
られる本発明を限定するものではないことは、本開示から当業者には明らかであろう。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】本発明の一実施形態によるモータ駆動フロントディレーラッセンブリを備える自
転車の側面図。
【図２】低速側シフト位置における、図１において示したモータ駆動フロントディレーラ
の拡大側面図。
【図３】低速側シフト位置における、図１及び図２において示したモータ駆動フロントデ
ィレーラの拡大前面図。
【図４】低速側位置における、図１～図３において示したモータ駆動フロントディレーラ
の拡大背面図。
【図５】低速側シフト位置における、図１～図４において示したモータ駆動フロントディ
レーラの平面図。
【図６】例示する目的で、固定体の一部を破断した、図１～図５に示したモータ駆動フロ
ントディレーラの部分背面図。
【図７】トップ側シフト位置における、モータ駆動フロントディレーラの側面図。
【図８】トップ側シフト位置における、モータ駆動フロントディレーラの前面図。
【図９】トップ側シフト位置における、モータ駆動フロントディレーラの背面図。
【図１０】例示する目的で、固定体の一部を破断したフロントディレーラの部分背面図。
【図１１】モータリンク機構が低速側位置にあり、かつ、チェーンガイドがトップ側位置
に残るようにディレーラリンク機構が保持されているモータ駆動フロントディレーラの部
分背面図。
【図１２】図１～図１１において示したフロントディレーラのモータ駆動フロントディレ
ーラ装着部材の前面の斜視図。
【図１３】図１２において示したモータ駆動フロントディレーラ装着部材の背面の斜視図
。
【図１４】図１２及び図１３において示したモータ駆動フロントディレーラ装着部材の前
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面図。
【図１５】図１２～図１４において示したモータ駆動フロントディレーラ装着部材の背面
図。
【図１６】図１２～図１５において示したモータ駆動フロントディレーラ装着部材の右側
面図。
【図１７】図１２～図１６において示したモータ駆動フロントディレーラ装着部材の平面
図。
【図１８】図１５の切断線１８－１８に沿って見た、図１２～図１７に示したモータ駆動
フロントディレーラ装着部材の断面図。
【図１９】図１～図１１において示したフロントディレーラの右側すなわち外側リンクの
側面の斜視図。
【図２０】図１９において示した右側リンクの右側面図。
【図２１】図１９及び図２０において示した右側リンクの背面図。
【図２２】図２１の切断線２２－２２に沿って見た、図１９～図２１に示した右側リンク
の断面図。
【図２３】図１～図１１において示したフロントディレーラのモータリンクの背面図。
【図２４】切断線２４－２４に沿って見た、図２３に示したモータリンクの長手断面図。
【図２５】図２３及び図２４において示したモータリンクの平面図。
【図２６】図１～図１１において示したフロントディレーラのセーバリンクの側面図。
【図２７】図２６に示したセーバリンクの側面図。
【図２８】図２６及び図２７に示したセーバリンクの内側図。
【図２９】図２６～図２８において示したセーバリンクの底面図。
【図３０】図１～図１１において示したフロントディレーラのセーババネの側面図。
【図３１】図３０に示したセーババネの立面図。
【図３２】図１～図１１において示したフロントディレーラの出力シャフトの軸方向の図
。
【図３３】図３２に示した出力シャフトの側面図。
【図３４】出力ギアが装着された出力シャフトの斜視図。
【図３５】出力シャフトギアが装着された出力シャフトの側面図。
【図３６】カバーを除去した、フロントディレーラモータユニット前面図。
【図３７】例示する目的で、カバー及びプリント回路板が除去されたモータユニットの前
面図。
【図３８】フロントディレーラモータユニットのドライブトレインを例示するためにカバ
ー、プリント回路板及びセンサーホイールが除去されたモータユニットの前面図。
【図３９】フロントディレーラモータユニットのモータケーシングすなわちハウジングの
内側図。
【図４０】フロントディレーラモータユニットの、図３９に示したケーシングすなわちハ
ウジングの外観図。
【図４１】フロントディレーラモータユニットの、図３９及び図４０に示したケーシング
すなわちハウジングの側面図。
【図４２】図３９の切断線４２－４２に沿って見た、フロントディレーラモータユニット
の、図３９～図４１に示したケーシングすなわちハウジングの断面図。
【図４３】出力シャフト及び出力シャフトギアが装着されたフロントディレーラモータユ
ニットのケーシングすなわちハウジングの下部の拡大部分断面図。
【図４４】フロントディレーラモータユニットのカバーの前面の斜視図。
【図４５】図４４において示したフロントディレーラモータユニットのカバーの前面図。
【図４６】図４４及び図４５において示したフロントディレーラモータユニットのカバー
の内側図。
【図４７】フロントディレーラモータユニットのカバーの断面図。
【図４８】本発明の第２実施形態に係るモータ駆動フロントディレーラの拡大側面図。
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【図４９】低速側位置における、図４８において示したモータ駆動フロントディレーラの
拡大背面図。
【図５０】後カバーを外した、低速側位置における、図４８及び図４９において示したモ
ータ駆動フロントディレーラの拡大背面図。
【図５１】後カバーを外した、トップ側位置における、図４８及び図４９において示した
モータ駆動フロントディレーラの拡大背面図。
【図５２】本発明の第２実施形態に係る、図４８～図５１において示したフロントディレ
ーラのモータ駆動フロントディレーラ装着部材の前面の斜視図。
【図５３】図５２において示したモータ駆動フロントディレーラ装着部材の前面図。
【図５４】図５２及び図５３において示したモータ駆動フロントディレーラ装着部材の背
面図。
【図５５】図５２～図５４において示したモータ駆動フロントディレーラ装着部材の右側
面図。
【図５６】本発明の第２実施形態に係る、図４８～図５１において示したモータ駆動フロ
ントディレーラの後カバーの背面図。
【図５７】本発明の第２実施形態に係る、図５６において示した後カバーの背面の斜視図
。
【図５８】本発明の第２実施形態に係る、図５６及び図５７において示した後カバーの前
面図。
【図５９】図５８の切断線５９－５９に沿って見た、図５６及び図５７に示した後カバー
の断面図。
【図６０】本発明の第２実施形態に係る、図４８～図５１において示したモータ駆動フロ
ントディレーラの中間カバーの背面の斜視図。
【図６１】本発明の第２実施形態に係る、図６０において示した中間カバーの左側面図。
【図６２】本発明の第２実施形態に係る、図６０及び図６１において示した中間カバーの
背面図。
【図６３】本発明の第２実施形態に係る、図６０～図６２において示した中間カバーの右
側面図。
【図６４】本発明の第２実施形態に係る、図６０～図６２において示した中間カバーの底
面図。
【図６５】本発明の第２実施形態に係る前カバーの背面図。
【図６６】本発明の第２実施形態に係る前カバーの右側図。
【図６７】本発明の第２実施形態に係る前カバーの前面図。
【図６８】本発明の第２実施形態に係る前カバーの背面の斜視図。
【図６９】本発明の第２実施形態に係るモータと出力シャフトとの間に連結されるドライ
ブトレインの概略図。
【図７０】本発明の第２実施形態に係る出力シャフトの背面図。
【図７１】本発明の第２実施形態に係る出力シャフトの右側面図。
【図７２】本発明の第２実施形態に係る出力シャフトの前面図。
【図７３】図７２の切断線７３－７３に沿って見た、本発明の第２実施形態にかかる出力
シャフトの断面図。
【図７４】本発明の第２実施形態に係る、モータ駆動フロントディレーラ装着部材に装着
されるモータユニットの前面図。
【図７５】モータユニットのサポート構造の一部を破断した、本発明の第２実施形態に係
る、モータ駆動フロントディレーラ装着部材に装着されるモータユニットの前面図。
【図７６】モータユニットのサポート構造の一部を破断した、本発明の第２実施形態に係
る、モータユニットとモータリンク機構との間の連結の背面図。
【図７７】本発明の第２実施形態に係る底面ギア支持部の上面の斜視図。
【図７８】本発明の第２実施形態に係る底面ギア支持部の上面図。
【図７９】図７８の切断線７９－７９に沿って見た、本発明の第２実施形態に係る底面ギ
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【図８０】本発明の第２実施形態に係るプリント回路板の背面図。
【図８１】本発明の第２実施形態に係るトップ－低速ブラシセンサの軸方向立面図。
【図８２】本発明の第２実施形態に係るトップ－低速ブラシセンサの側面図。
【符号の説明】
【００６０】
１０・・・自転車
１２，１１２・・・モータ駆動ディレーラ
１４・・・自転車フレーム
３１・・・モータ駆動フロントディレーラユニット
３２，１３２・・・モータ駆動フロントディレーラ装着部材
３３，１３３・・・フロントディレーラモータユニット
３４・・・モータリンク機構
４０・・・チェーンガイド
４１・・・ディレーラリンク機構
４２・・・固定体
５１，１５１・・・自転車フレーム装着部
５２，１５２・・・フロントディレーラ装着部
５３，１５３・・・モータユニット装着部
６２，１６２・・・ディレーラモータ
６３，１６３・・・モータドライブトレイン
８１，１８３・・・ウォームギア
８２，１８１・・・第１中間ギア
８３，１８２・・・第２中間ギア
８４，１８４・・・出力ギア
８５，１８５・・・出力シャフト
８５ａ，１８５ａ・・・偏心駆動ピン
８６，１６５，１８７・・・ベアリング
１６１・・・ディレーラモータ支持構造
１７１・・・フロントディレーラモータケーシング
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【図２６】

【図２７】

【図２８】
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