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(57)【要約】
【課題】回生機構を備えたセンターモータ方式の電動補
助自転車において、駆動輪のハブ内の装置の外径を大き
くすることなく、大きい変速比（増速比）を確保し、後
退時において、逆入力用クラッチの係合を解除する（係
合させない）機構の切り替え操作が容易にできるように
する。
【解決手段】駆動輪のハブ内に、車軸の軸方向に沿って
第一遊星歯車機構と第二遊星歯車機構とを並列させ、駆
動力が、入力側からハブケースに直結で伝達される低速
状態と、入力側から第一遊星歯車機構又は第二遊星歯車
機構のいずれかを介して増速されてハブケースに伝達さ
れる第一増速状態と、入力側から第一遊星歯車機構及び
第二遊星歯車機構を介して増速されてハブケースに伝達
される第二増速状態の３段階に変速可能とした。
【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力伝達要素を介して駆動
輪に伝達可能とし、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）内部に変速機構（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、車軸（５）の軸方向に
沿って並列する第一遊星歯車機構（３ｐ－１）と第二遊星歯車機構（３ｐ－２）を備え、
前記第一遊星歯車機構は（３ｐ－１）は、車軸（５）周りに設けられた第一太陽歯車（３
ａ－１）と、その第一太陽歯車（３ａ－１）に噛み合う第一遊星歯車（３ｂ－１）、及び
その第一遊星歯車（３ｂ－１）を保持する第一遊星キャリア（３ｃ－１）を有し、前記第
二遊星歯車機構（３ｐ－２）は、車軸（５）周りに設けられた第二太陽歯車（３ａ－２）
と、その第二太陽歯車（３ａ－２）に噛み合う第二遊星歯車（３ｂ－２）、及びその第二
遊星歯車（３ｂ－２）を保持する第二遊星キャリア（３ｃ－２）を有し、前記変速機構（
３）は、駆動力に対し前記第一太陽歯車（３ａ－１）及び前記第二太陽歯車（３ａ－２）
をそれぞれ車軸（５）周りに相対回転可能または相対回転不能とに切り替え可能な変速用
ワンウェイクラッチ（３ｅ）と、前記変速用ワンウェイクラッチ（３ｅ）の前記切り替え
を行う変速制御機構（１０）とを備え、前記第一遊星キャリア（３ｃ－１）と前記第二遊
星キャリア（３ｃ－２）との間に第一ワンウェイクラッチ（３ｋ）を、前記第二遊星キャ
リア（３ｃ－２）とハブケース（７）との間に第二ワンウェイクラッチ（３ｍ）を備え、
前記第二遊星キャリア（３ｃ－２）は、前記第一遊星歯車（３ｂ－１）と噛み合う第一外
輪歯車（３ｄ－１）と一体に回転し、前記ハブケース（７）は、第二遊星歯車（３ｂ－２
）と噛み合う第二外輪歯車（３ｄ－２）と一体に回転するようになっており、
　前記変速制御機構（１０）により、前記第一太陽歯車（３ａ－１）及び前記第二太陽歯
車（３ａ－２）を駆動力に対して車軸（５）に相対回転可能とすることにより、駆動力が
、第一遊星キャリア（３ｃ－１）から第一ワンウェイクラッチ（３ｋ）及び第二ワンウェ
イクラッチ（３ｍ）を介してハブケース（７）に直結で伝達される低速状態と、第一太陽
歯車（３ａ－１）及び前記第二太陽歯車（３ａ－２）の一方を駆動力に対して車軸（５）
に相対回転不能とし他方を車軸（５）に相対回転可能とすることにより、駆動力が、前記
第一遊星キャリア（３ｃ－１）から前記第一遊星歯車機構（３ｐ－１）又は前記第二遊星
歯車機構（３ｐ－２）のいずれかを介して増速されて前記ハブケース（７）に伝達される
第一増速状態と、前記第一太陽歯車（３ａ－１）及び前記第二太陽歯車（３ａ－２）の両
方を駆動力に対して車軸（５）に相対回転不能とすることにより、駆動力が、第一遊星キ
ャリア（３ｃ－１）から前記第一遊星歯車機構（３ｐ－１）及び前記第二遊星歯車機構（
３ｐ－２）を介して増速されて前記ハブケース（７）に伝達される第二増速状態の３段階
に変速可能であり、
　前記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）と前記車軸
（５）との間に設けられる逆入力用第一ワンウェイクラッチ（２ａ－１）と、前記第二太
陽歯車（３ａ－２）と前記車軸（５）との間に設けられる逆入力用第二ワンウェイクラッ
チ（２ａ－２）とからなり、前進非駆動時には、前記クラッチ切替装置（９）により、前
記逆入力用第一ワンウェイクラッチ（２ａ－１）及び前記逆入力用第二ワンウェイクラッ
チ（２ａ－２）を逆入力に対して係合可能な状態に切り替えることによって、前記ハブケ
ース（７）からの逆入力を前記駆動力伝達要素に伝達可能であり、前記逆入力用第一ワン
ウェイクラッチ（２ａ－１）及び前記逆入力用第二ワンウェイクラッチ（２ａ－２）がラ
チェットクラッチ機構によって構成されていることを特徴とする電動補助自転車。
【請求項２】
　前記第一遊星歯車機構（３ｐ－１）と前記第二遊星歯車機構（３ｐ－２）が、同一の遊
星歯車機構によって構成されたことを特徴とする請求項１に記載の電動補助自転車。
【請求項３】
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　前記クラッチ切替装置（９）は、ブレーキ操作と連動して、前記逆入力用第一ワンウェ
イクラッチ（２ａ－１）及び前記逆入力用第二ワンウェイクラッチ（２ａ－２）を逆入力
に対して係合可能な状態に切り替えることを特徴とする請求項１又は２に記載の電動補助
自転車。
【請求項４】
　前記クラッチ切替装置（９）は、前記車軸（５）内を通して外部に引き出された逆入力
操作部（９ａ）を有しており、その逆入力操作部（９ａ）を軸方向に移動操作することに
より、前記逆入力用第一ワンウェイクラッチ（２ａ－１）及び前記逆入力用第二ワンウェ
イクラッチ（２ａ－２）が切り替えられることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一
つに記載の電動補助自転車。
【請求項５】
　前記逆入力用第一ワンウェイクラッチ（２ａ－１）は、揺動自在の逆入力用第一クラッ
チ爪（２ｃ－１）が前記車軸（５）の外面に、その逆入力用第一クラッチ爪（２ｃ－１）
が噛み合う逆入力用第一クラッチカム面（２ｂ－１）が前記第一太陽歯車（３ａ－１）の
内面に設けられており、前記逆入力用第二ワンウェイクラッチ（２ａ－２）は、揺動自在
の逆入力用第二クラッチ爪（２ｃ－２）が前記車軸（５）の外面に、その逆入力用第二ク
ラッチ爪（２ｃ－２）が噛み合う逆入力用第二クラッチカム面（２ｂ－２）が前記第二太
陽歯車（３ａ－２）の内面に設けられている請求項１乃至４のいずれか一つに記載の電動
補助自転車。
【請求項６】
　前記逆入力用第一クラッチ爪（２ｃ－１）及び前記逆入力用第二クラッチ爪（２ｃ－２
）は、それぞれ弾性部材によってその一端が前記逆入力用第一クラッチカム面（２ｂ－１
）又は前記逆入力用第二クラッチカム面（２ｂ－２）側に起き上がる方向に付勢され、そ
の他端が前記車軸（５）の外周に設けた逆入力用スリーブ（９ｂ）に接することができる
ようになっており、前記逆入力操作部（９ａ）の軸方向への移動操作により、前記逆入力
用スリーブ（９ｂ）に設けられた切欠部（９ｄ）が、前記逆入力用第一クラッチ爪（２ｃ
－１）及び前記逆入力用第二クラッチ爪（２ｃ－２）の位置と、その逆入力用第一クラッ
チ爪（２ｃ－１）及び逆入力用第二クラッチ爪（２ｃ－２）から退避した位置との間でそ
れぞれ移動することにより、前記逆入力用第一ワンウェイクラッチ（２ａ－１）及び前記
逆入力用第二ワンウェイクラッチ（２ａ－２）が切り替えられることを特徴とする請求項
５に記載の電動補助自転車。
【請求項７】
　前記逆入力用スリーブ（９ｂ）は、前記車軸（５）の軸方向に移動することにより、前
記切欠部（９ｄ）の移動が行われ、前記切欠部（９ｄ）の軸方向端部に、軸方向外側に向
かうにつれて外径側に近づくテーパ面（９ｅ）を設けたことを特徴とする請求項６に記載
の電動補助自転車。
【請求項８】
　前記変速用ワンウェイクラッチ（３ｅ）は、前記第一太陽歯車（３ａ－１）と前記車軸
（５）との間に設けられる変速用第一ワンウェイクラッチ（３ｅ－１）と、前記第二太陽
歯車（３ａ－２）と前記車軸（５）との間に設けられる前記変速用第二ワンウェイクラッ
チ（３ｅ－２）とからなり、前記変速用第一ワンウェイクラッチ（３ｅ－１）及び前記変
速用第二ワンウェイクラッチ（３ｅ－２）は、ラチェットクラッチ機構によって構成され
ていることを特徴とする請求項1乃至７のいずれか一つに記載の電動補助自転車。
【請求項９】
　前記変速制御機構（１０）は、前記車軸（５）内を通して外部に引き出された変速操作
部（１０ａ）を有しており、その変速操作部（１０ａ）を軸方向に移動操作することによ
り、前記変速用第一ワンウェイクラッチ（３ｅ－１）及び前記変速用第二ワンウェイクラ
ッチ（３ｅ－２）が切り替えられることを特徴とする請求項８に記載の電動補助自転車。
【請求項１０】
　前記変速用第一ワンウェイクラッチ（３ｅ－１）は、揺動自在の変速用第一クラッチ爪
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（３ｆ－１）が前記車軸（５）の外面に、その変速用第一クラッチ爪（３ｆ－１）が噛み
合う変速用第一クラッチカム面（３ｇ－１）が前記第一太陽歯車（３ａ－１）の内面に設
けられており、前記変速用第二ワンウェイクラッチ（３ｅ－２）は、揺動自在の変速用第
二クラッチ爪（３ｆ－２）が前記車軸（５）の外面に、その変速用第二クラッチ爪（３ｆ
－２）が噛み合う変速用第二クラッチカム面（３ｇ－２）が前記第二太陽歯車（３ａ－２
）の内面に設けられていることを特徴とする請求項８又は９に記載の電動補助自転車。
【請求項１１】
　前記変速用第一クラッチ爪（３ｆ－１）及び前記変速用第二クラッチ爪（３ｆ－２）は
、それぞれ弾性部材によってその一端が前記変速用第一クラッチカム面（３ｇ－１）又は
前記変速用第二クラッチカム面（３ｇ－２）側に起き上がる方向に付勢され、その他端が
前記車軸（５）の外周に設けた変速用スリーブ（１０ｂ）に接することができるようにな
っており、前記変速操作部（１０ａ）の軸方向への移動操作により、前記変速用スリーブ
（１０ｂ）に設けられた切欠部（１０ｄ）が、前記変速用第一クラッチ爪（３ｆ－１）及
び前記変速用第二クラッチ爪（３ｆ－２）の位置と、その変速用第一クラッチ爪（３ｆ－
１）及び変速用第二クラッチ爪（３ｆ－２）から退避した位置との間でそれぞれ移動する
ことにより前記変速用第一ワンウェイクラッチ（３ｅ－１）及び前記変速用第二ワンウェ
イクラッチ（３ｅ－２）が切り替えられることを特徴とする請求項１０に記載の電動補助
自転車。
【請求項１２】
　前記変速用スリーブ（１０ｂ）は、前記車軸（５）の軸方向に移動することにより、前
記切欠部（１０ｄ）の移動が行われ、前記切欠部（１０ｄ）の軸方向端部に、軸方向外側
に向かうにつれて外径側に近づくテーパ面（１０ｅ）を設けた請求項１１に記載の電動補
助自転車。
【請求項１３】
　前記変速用第一クラッチカム面（３ｇ－１）と前記逆入力用第一クラッチカム面（２ｂ
－１）の両方の機能を有する両方向第一クラッチカム部（３ｈ－１）を前記第一太陽歯車
（３ａ－１）の内面に設け、前記変速用第二クラッチカム面（３ｇ－２）と前記逆入力用
第二クラッチカム面（２ｂ－２）の両方の機能を有する両方向第二クラッチカム部（３ｈ
－２）を前記第二太陽歯車（３ａ－２）の内面に設けたことを特徴とする請求項１０乃至
１２にのいずれか一つに記載の電動補助自転車。
【請求項１４】
　前記変速用第一クラッチ爪（３ｆ－１）と前記逆入力用第一クラッチ爪（２ｃ－１）、
及び、前記変速用第二クラッチ爪（３ｆ－２）と前記逆入力用第二クラッチ爪（２ｃ－２
）を、それぞれ軸方向同一位置に配置したことを特徴とする請求項１３に記載の電動補助
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
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（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、駆動軸とモータ
の出力軸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、バッテリ（二次電池）からモータまでの距離が遠
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、
モータをフロント側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、モータの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（例えば、特許文献４参照）。
【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（例えば、特許文献５参照）。
【０００９】
　このように、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。
【００１０】
　ところで、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
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。
　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
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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。
【００１１】
　この点、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とが直結され
ているので、内装変速機に対応することができない。
【００１２】
　また、内装変速機内には、通常、惰性走行に対応するためのワンウェイクラッチが設け
られている。このため、その構造を、そのまま回生機構を備えた電動補助自転車に適用し
ても、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。すなわち、ワ
ンウェイクラッチは空転するから、車輪からの逆入力により、センタモータを回転、回生
させることができない。
【００１３】
　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。
【００１４】
　そこで、特許文献６では、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、リアハブに変速機構と逆入力伝達用のクラッチを設けることにより、惰性走行時に
後輪からの逆入力がチェーンを介してモータに伝達されることで、回生発電を可能として
いる。
【００１５】
　この電動補助自転車において、変速機構は、遊星歯車機構を用いており、入力が等速以
上で伝達される増速型か、あるいは、等速以下で伝達される減速型としている。
【００１６】
　増速型の場合、遊星キャリアを入力として、遊星キャリアとハブケースとの間に設けた
駆動用ワンウェイクラッチを介して駆動力が車輪（ハブケース）に伝達される直結状態と
できる。また、歯数の異なる複数の歯車部を有する遊星歯車が、それぞれ車軸周りに設け
た太陽歯車に噛み合っており、各歯車部に噛み合う太陽歯車と車軸との間にそれぞれ設け
てある変速用クラッチを切り替えることによって、複数段の増速状態の切り替えを行って
いる。
【００１７】
　また、逆入力伝達用のクラッチ（以下、「逆入力用クラッチ」と称する。）は、変速比
が最も高速となる時に車軸に固定される太陽歯車と車軸との間に設けられている。
【００１８】
　この構成とした場合、逆入力用クラッチとして通常のワンウェイクラッチを採用すると
、後退しようとした際（自転車を手で押して後退するような状態）に、逆入力用クラッチ
が噛み合って車輪がロックしてしまう。このため、後退することができない状態となって
しまう。このような事態を回避するため、その後退時において、逆入力用クラッチの係合
を解除する（係合させない）機構が必要である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１９】
【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
【特許文献６】特開２０１０－０９５２０３号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【００２０】
　上記特許文献６で示されている構成では、変速機構は、歯数の異なる複数の歯車部を有
する遊星歯車を用いた構成としている。このため、変速比（増速比）を大きくしようとす
ると、その外径が大きくなりがちである。
【００２１】
　また、後退時において、逆入力用クラッチの係合を解除する（係合させない）機構につ
いては、例えば、後退時にハブケースの回転を利用して自動で切り替える構造を採用でき
る。しかし、この場合、各クラッチの状態によっては、逆入力用クラッチが解除される前
に先にロックしてしまい、その後は、切り替えることができない状態となる恐れがある。
また、例えば、手動で切り替える機構とした場合、後退時において、その都度切り替え操
作するのは不便である。
【００２２】
　そこで、この発明は、回生機構を備えたセンターモータ方式の電動補助自転車において
、駆動輪のハブ内の装置の外径を大きくすることなく、大きい変速比（増速比）を確保す
ることを第一の課題とし、後退時において、逆入力用クラッチの係合を解除する（係合さ
せない）状態に容易に切り替えできるようにすることを第二の課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　上記第一及び第二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力伝達要素を介して駆動輪に伝達可能とし、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内部に変
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、車
軸の軸方向に沿って並列する第一遊星歯車機構と第二遊星歯車機構を備え、前記第一遊星
歯車機構は、車軸周りに設けられた第一太陽歯車と、その第一太陽歯車に噛み合う第一遊
星歯車、及びその第一遊星歯車を保持する第一遊星キャリアを有し、前記第二遊星歯車機
構は、車軸周りに設けられた第二太陽歯車と、その第二太陽歯車に噛み合う第二遊星歯車
、及びその第二遊星歯車を保持する第二遊星キャリアを有し、前記変速機構は、駆動力に
対し前記第一太陽歯車及び前記第二太陽歯車をそれぞれ車軸周りに相対回転可能または相
対回転不能とに切り替え可能な変速用ワンウェイクラッチと、前記変速用ワンウェイクラ
ッチの前記切り替えを行う変速制御機構とを備え、前記第一遊星キャリアと前記第二遊星
キャリアとの間に第一ワンウェイクラッチを、前記第二遊星キャリアとハブケースとの間
に第二ワンウェイクラッチを備え、前記第二遊星キャリアは、前記第一遊星歯車と噛み合
う第一外輪歯車と一体に回転し、前記ハブケースは、第二遊星歯車と噛み合う第二外輪歯
車と一体に回転するようになっており、前記変速制御機構により、前記第一太陽歯車及び
前記第二太陽歯車を駆動力に対して車軸に相対回転可能とすることにより、駆動力が、第
一遊星キャリアから第一ワンウェイクラッチ及び第二ワンウェイクラッチを介してハブケ
ースに直結で伝達される低速状態と、第一太陽歯車及び前記第二太陽歯車の一方を駆動力
に対して車軸に相対回転不能とし他方を車軸に相対回転可能とすることにより、駆動力が
、前記第一遊星キャリアから前記第一遊星歯車機構又は前記第二遊星歯車機構のいずれか
を介して増速されて前記ハブケースに伝達される第一増速状態と、前記第一太陽歯車及び
前記第二太陽歯車の両方を駆動力に対して車軸に相対回転不能とすることにより、駆動力
が、第一遊星キャリアから前記第一遊星歯車機構及び前記第二遊星歯車機構を介して増速
されて前記ハブケースに伝達される第二増速状態の３段階に変速可能であり、前記逆入力
用ワンウェイクラッチは、前記第一太陽歯車と前記車軸との間に設けられる逆入力用第一
ワンウェイクラッチと、前記第二太陽歯車と前記車軸との間に設けられる逆入力用第二ワ
ンウェイクラッチとからなり、前進非駆動時には、前記クラッチ切替装置により、前記逆
入力用第一ワンウェイクラッチ及び前記逆入力用第二ワンウェイクラッチを逆入力に対し
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て係合可能な状態に切り替えることによって、前記ハブケースからの逆入力を前記駆動力
伝達要素に伝達可能であり、前記逆入力用第一ワンウェイクラッチ及び前記逆入力用第二
ワンウェイクラッチがラチェットクラッチ機構によって構成されていることを特徴とする
電動補助自転車とした。
【００２４】
　このように、車軸の軸方向に沿って第一遊星歯車機構と第二遊星歯車機構とを並列させ
、駆動力が、入力側からハブケースに直結で伝達される低速状態と、入力側から第一遊星
歯車機構又は第二遊星歯車機構のいずれかを介して増速されてハブケースに伝達される第
一増速状態と、入力側から第一遊星歯車機構及び第二遊星歯車機構を介して増速されてハ
ブケースに伝達される第二増速状態の３段階に変速可能としたことにより、装置を径方向
に対して大型化させないコンパクトな構成としながら、より大きな変速比を得ることが可
能となる。
【００２５】
　これは、遊星キャリアを入力、外輪歯車を出力、太陽歯車を固定した場合、太陽歯車の
歯数をａ、外輪歯車の歯数をｄとすると、増速比は（ａ＋ｄ）／ｄとなるため、太陽歯車
の歯数を固定すると、外輪歯車の歯数が少ないほど増速比が大きくなることに基づいてい
る。
　すなわち、車軸の軸方向に沿って第一遊星歯車機構と第二遊星歯車機構とを並列させた
ことにより、各遊星歯車機構に対して、対応する外輪歯車を別々に設定できる。その各機
構において遊星歯車が一段（複数の歯車部を有さない）であるものを採用した場合、その
遊星歯車に噛み合う外輪歯車の外径が小さいほど（外輪歯車の歯数が少ないほど）増速比
が大きくなるため、外輪歯車の外径が小さいコンパクトな構成であっても、大きな変速比
を得ることが可能となっているのである。
【００２６】
　また、この構成によれば、第一太陽歯車及び第二太陽歯車と車軸との間の２つの逆入力
用ワンウェイクラッチ、すなわち、逆入力用第一ワンウェイクラッチ及び逆入力用第二ワ
ンウェイクラッチが、それぞれラチェットクラッチによって構成されている。ラチェット
クラッチは、クラッチ爪の揺動の拘束によって簡単にその係合を規制できるから、後退時
において、第一太陽歯車及び第二太陽歯車を車軸に係合させない状態に容易に切り替えで
きる。
【００２７】
　また、この第一遊星歯車機構と第二遊星歯車機構を、同一の遊星歯車機構によって構成
することで、すなわち、同一の歯車諸元からなる太陽歯車、遊星歯車、さらには、可能で
あれば同一の歯車諸元からなる外輪歯車を用いることで、両遊星歯車機構の部品を共通化
することが可能となり低コスト化が実現できる。
【００２８】
　なお、前記クラッチ切替装置は、ブレーキ操作と連動して、前記逆入力用第一ワンウェ
イクラッチ及び前記逆入力用第二ワンウェイクラッチを逆入力に対して係合可能な状態に
切り替えることが望ましい。
　すなわち、ブレーキを操作すれば（ブレーキが効いている状態となれば）、逆入力用第
一ワンウェイクラッチ及び逆入力用第二ワンウェイクラッチが逆入力に対して係合可能な
状態となり、ブレーキの操作を解除すれば（ブレーキが効いていない状態となれば）、逆
入力用第一ワンウェイクラッチ及び逆入力用第二ワンウェイクラッチが逆入力に対して係
合不能な状態となる構成である。
【００２９】
　また、後退時においても、ブレーキを操作しない限り、逆入力用第一ワンウェイクラッ
チ及び逆入力用第二ワンウェイクラッチは係合可能な状態とはならないため、その機能が
第一ワンウェイクラッチ及び第二ワンウェイクラッチと干渉することはなく、後進が可能
である。
【００３０】
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　これらの各構成において、前記クラッチ切替装置は、前記車軸内を通して外部に引き出
された逆入力操作部を有しており、その逆入力操作部を軸方向に移動操作することにより
、前記逆入力用第一ワンウェイクラッチ及び前記逆入力用第二ワンウェイクラッチが切り
替えられる構成とすることができる。この構成によれば、簡単な機構により、逆入力用ワ
ンウェイクラッチの切り替えを外部から行うことができるようになる。
【００３１】
　また、これらの各構成において、前記逆入力用第一ワンウェイクラッチは、揺動自在の
逆入力用第一クラッチ爪が前記車軸の外面に、その逆入力用第一クラッチ爪が噛み合う逆
入力用第一クラッチカム面が前記第一太陽歯車の内面に設けられており、前記逆入力用第
二ワンウェイクラッチは、揺動自在の逆入力用第二クラッチ爪が前記車軸の外面に、その
逆入力用第二クラッチ爪が噛み合う逆入力用第二クラッチカム面が前記第二太陽歯車の内
面に設けられている構成を採用することができる。
　この構成によれば、逆入力用第一ワンウェイクラッチ、前記逆入力用第一ワンウェイク
ラッチのそれぞれにおいて、クラッチカム面の係合溝数を確保し易くなるため、クラッチ
の遊び角（係合するまでのタイムラグ）を小さくできる。すなわち、車軸側にクラッチカ
ム面を設けるよりも、より径の大きい太陽歯車側にクラッチカム面を設けた方が有利であ
る。
【００３２】
　また、前記逆入力用第一クラッチ爪及び前記逆入力用第二クラッチ爪は、それぞれ弾性
部材によってその一端が前記逆入力用第一クラッチカム面又は前記逆入力用第二クラッチ
カム面側に起き上がる方向に付勢され、その他端が前記車軸の外周に設けた逆入力用スリ
ーブに接することができるようになっており、前記逆入力操作部の軸方向への移動操作に
より、前記逆入力用スリーブに設けられた切欠部が、前記逆入力用第一クラッチ爪及び前
記逆入力用第二クラッチ爪の位置と、その逆入力用第一クラッチ爪及び逆入力用第二クラ
ッチ爪から退避した位置との間でそれぞれ移動することにより、前記逆入力用第一ワンウ
ェイクラッチ及び前記逆入力用第二ワンウェイクラッチが切り替えられる構成を採用する
ことができる。
【００３３】
　また、この逆入力用スリーブは、前記車軸の軸方向に移動することにより、前記切欠部
の移動が行われ、前記切欠部の軸方向端部に、軸方向外側に向かうにつれて外径側に近づ
くテーパ面を設けた構成を採用することができる。
　この構成によれば、このようにすれば、クラッチカム面に噛み込んだクラッチ爪と切欠
部が接触した際に、そのテーパ面の傾斜面によってクラッチ爪をカム面から外す力を大き
くすることができる。
　また、逆入力用スリーブが、前記車軸の軸周り方向に移動することにより、前記切欠部
の移動が行われる場合は、変速用スリーブの切欠部の周方向端縁にテーパ面を設けること
もできる。
【００３４】
　なお、このような逆入力用第一ワンウェイクラッチ及び逆入力用第二ワンウェイクラッ
チの構成は、変速用第一ワンウェイクラッチ及び変速用第二ワンウェイクラッチにも適用
することができる。
【００３５】
　すなわち、具体的には、前記変速用ワンウェイクラッチは、前記第一太陽歯車と前記車
軸との間に設けられる変速用第一ワンウェイクラッチと、前記第二太陽歯車と前記車軸と
の間に設けられる前記変速用第二ワンウェイクラッチとからなり、前記変速用第一ワンウ
ェイクラッチ及び前記変速用第二ワンウェイクラッチは、ラチェットクラッチ機構によっ
て構成されているものである。
【００３６】
　また、前記変速制御機構は、前記車軸内を通して外部に引き出された変速操作部を有し
ており、その変速操作部を軸方向に移動操作することにより、前記変速用第一ワンウェイ
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クラッチ及び前記変速用第二ワンウェイクラッチが切り替えられる構成を採用することが
できる。この構成によれば、簡単な機構により、逆入力用ワンウェイクラッチの切り替え
を外部から行うことができるようになる。
【００３７】
　さらに、この構成において、前記変速用第一ワンウェイクラッチは、揺動自在の変速用
第一クラッチ爪が前記車軸の外面に、その変速用第一クラッチ爪が噛み合う変速用第一ク
ラッチカム面が前記第一太陽歯車の内面に設けられており、前記変速用第二ワンウェイク
ラッチは、揺動自在の変速用第二クラッチ爪が前記車軸の外面に、その変速用第二クラッ
チ爪が噛み合う変速用第二クラッチカム面が前記第二太陽歯車の内面に設けられている構
成を採用することができる。
　この構成によれば、変速用第一ワンウェイクラッチ、変速用第二ワンウェイクラッチの
それぞれにおいて、クラッチカム面の係合溝数を確保し易くなるため、クラッチの遊び角
（係合するまでのタイムラグ）を小さくできる。すなわち、車軸側にクラッチカム面を設
けるよりも、より径の大きい太陽歯車側にクラッチカム面を設けた方が有利である。
【００３８】
　また、前記変速用第一クラッチ爪及び前記変速用第二クラッチ爪は、それぞれ弾性部材
によってその一端が前記変速用第一クラッチカム面又は前記変速用第二クラッチカム面側
に起き上がる方向に付勢され、その他端が前記車軸の外周に設けた変速用スリーブに接す
ることができるようになっており、前記変速操作部の軸方向への移動操作により、前記変
速用スリーブに設けられた切欠部が、前記変速用第一クラッチ爪及び前記変速用第二クラ
ッチ爪の位置と、その変速用第一クラッチ爪及び変速用第二クラッチ爪から退避した位置
との間でそれぞれ移動することにより前記変速用第一ワンウェイクラッチ及び前記変速用
第二ワンウェイクラッチが切り替えられる構成を採用することができる。
【００３９】
　前記変速用スリーブは、前記車軸の軸方向に移動することにより、前記切欠部の移動が
行われ、前記切欠部の軸方向端部に、軸方向外側に向かうにつれて外径側に近づくテーパ
面を設けた構成を採用することができる。
　この構成によれば、クラッチカム面に噛み込んだクラッチ爪と切欠部が接触した際に、
そのテーパ面の傾斜面によってクラッチ爪をカム面から外す力を大きくすることができる
。
　また、変速用スリーブが、前記車軸の軸周り方向に移動することにより、前記切欠部の
移動が行われる場合は、変速用スリーブの切欠部の周方向端縁にテーパ面を設けることも
できる。
【００４０】
　また、これらの構成において、前記変速用第一クラッチカム面と前記逆入力用第一クラ
ッチカム面の両方の機能を有する両方向第一クラッチカム部を前記第一太陽歯車の内面に
設け、前記変速用第二クラッチカム面と前記逆入力用第二クラッチカム面の両方の機能を
有する両方向第二クラッチカム部を前記第二太陽歯車の内面に設けた構成を採用すること
ができる。
【００４１】
　すなわち、第一太陽歯車の内面に、変速用第一クラッチカム面と逆入力用第一クラッチ
カム面の両方の機能を有する両方向第一クラッチカム部を設け、第二太陽歯車の内面に、
変速用第二クラッチカム面と逆入力用第二クラッチカム面の両方の機能を有する両方向第
二クラッチカム部を設けることにより、軸方向に重複した位置に、変速用第一ワンウェイ
クラッチと逆入力用第一ワンウェイクラッチ、及び、変速用第二ワンウェイクラッチと逆
入力用第二ワンウェイクラッチを配置することができる。このため、さらにコンパクトな
装置の構成が可能となる。
【００４２】
　また、軸方向同一の位置に、変速用第一ワンウェイクラッチと逆入力用第一ワンウェイ
クラッチ、及び、変速用第二ワンウェイクラッチと逆入力用第二ワンウェイクラッチを配
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置することもできる。このとき、前記変速用第一クラッチ爪と前記逆入力用第一クラッチ
爪、及び、前記変速用第二クラッチ爪と前記逆入力用第二クラッチ爪を、それぞれ車軸の
軸方向に対して同一位置に配置する。
【発明の効果】
【００４３】
　この発明は、回生機構を備えたセンターモータ方式の電動補助自転車において、駆動輪
のハブ内の装置の外径を大きくすることなく、大きい変速比を得ることが可能となる。
　また、逆入力用ワンウェイクラッチとして、ラチェットクラッチを用いることによって
、後退時において、逆入力用クラッチの係合を解除する（係合させない）状態に容易に切
り替えできる。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】この発明の実施形態の変速１段目（直結状態）を示すハブの断面図
【図２】（ａ）は図１のＡ－Ａ断面図、（ｂ）は同Ｂ－Ｂ断面図、（ｃ）は同Ｃ－Ｃ断面
図、（ｄ）は同Ｄ－Ｄ断面図
【図３】この発明の実施形態の変速２段目（増速１段目）を示すハブの断面図
【図４】（ａ）は図３のＡ－Ａ断面図、（ｂ）は同Ｂ－Ｂ断面図、（ｃ）は同Ｃ－Ｃ断面
図、（ｄ）は同Ｄ－Ｄ断面図
【図５】この発明の実施形態の変速３段目（増速２段目）を示すハブの断面図
【図６】（ａ）は図５のＡ－Ａ断面図、（ｂ）は同Ｂ－Ｂ断面図、（ｃ）は同Ｃ－Ｃ断面
図、（ｄ）は同Ｄ－Ｄ断面図
【図７】この発明の実施形態の前進非駆動時（回生状態）を示すハブの断面図
【図８】（ａ）は図７のＡ－Ａ断面図、（ｂ）は同Ｂ－Ｂ断面図、（ｃ）は同Ｃ－Ｃ断面
図、（ｄ）は同Ｄ－Ｄ断面図
【図９】電動補助自転車の全体図
【発明を実施するための形態】
【００４５】
　この発明の実施形態を、図１～図９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２２と後輪２５間の中央部付近において、その前輪２２と後輪２５とを結ぶフ
レームＦに二次電池及び補助駆動用のモータを内蔵したセンタモータユニットＣが取り付
けたセンタモータ方式である。
【００４６】
　駆動時、例えば、図９に示すペダル２０を通じてクランク軸２１から伝達された踏力が
入力された場合は、フロントスプロケット２４と後輪２５のスプロケット４（以下、「リ
アスプロケット４」と称する。）とを結ぶチェーン２３等の動力伝達要素を介して、後輪
２５に駆動力が伝達可能となっている。
【００４７】
　また、前進非駆動時には、後輪２５のハブ１（以下、「リアハブ１」と称する）から前
記モータの出力軸へ逆入力が伝達され、そ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Ｃの二次電池に還元する回生機構を備えている。その回生機構は、センタ
モータユニットＣやバッテリ２６の周辺において、前記フレームＦに取り付けられる。
【００４８】
　リアハブ１は、図１に示すように、後輪２５の車軸５と同軸に設けたハブケース７内に
、遊星歯車機構で構成された変速機構３と逆入力用ワンウェイクラッチ２、及び、その逆
入力用ワンウェイクラッチ２を制御するクラッチ切替装置９等を備えている。車軸５はフ
レームＦに対して回転不能に固定されている。
【００４９】
　変速機構３の構成は、第一遊星歯車機構３ｐ－１と第二遊星歯車機構３ｐ－２が、車軸
５の軸方向に沿って並列して配置されている。この実施形態では、この変速機構３によっ
て、直結と２段増速の合計３段変速が可能なっている
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【００５０】
　第一遊星歯車機構は３ｐ－１は、車軸５周りに設けられた第一太陽歯車３ａ－１と、そ
の第一太陽歯車３ａ－１に噛み合う第一遊星歯車３ｂ－１、及びその第一遊星歯車３ｂ－
１を保持する第一遊星キャリア３ｃ－１を有している。
【００５１】
　また、第二遊星歯車機構３ｐ－２は、車軸５周りに設けられた第二太陽歯車３ａ－２と
、その第二太陽歯車３ａ－２に噛み合う第二遊星歯車３ｂ－２、及びその第二遊星歯車３
ｂ－２を保持する第二遊星キャリア３ｃ－２を有している。
【００５２】
　第一遊星キャリア３ｃ－１と車軸５との間、第一遊星キャリア３ｃ－１とハブケース７
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１３，１４，１３が設
けられている。この軸受部１３，１４，１３によって、第一遊星キャリア３ｃ－１と車軸
５、第一遊星キャリア３ｃ－１とハブケース７、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。
【００５３】
　さらに、変速機構３は、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を、それぞれ車軸５周りに相対回転可能または相対回転不能とに切り替え可能な変速
用ワンウェイクラッチ３ｅと、その変速用ワンウェイクラッチ３ｅの切り替えを行う変速
制御機構１０とを備えている。
【００５４】
　その変速用ワンウェイクラッチ３ｅは、第一太陽歯車３ａ－１と車軸５との間に設けら
れる変速用第一ワンウェイクラッチ３ｅ－１と、第二太陽歯車３ａ－２と車軸５との間に
設けられる変速用第二ワンウェイクラッチ３ｅ－２とからなる。
　この実施形態では、変速用第一ワンウェイクラッチ３ｅ－１及び変速用第二ワンウェイ
クラッチ３ｅ－２は、ラチェットクラッチ機構によって構成されている。
【００５５】
　変速用第一ワンウェイクラッチ３ｅ－１は、車軸５に固定した揺動軸（クラッチ爪軸）
３ｉの軸周りに揺動自在の変速用第一クラッチ爪３ｆ－１が車軸５の外面に、その変速用
第一クラッチ爪３ｆ－１が噛み合う変速用第一クラッチカム面３ｇ－１が第一太陽歯車３
ａ－１の内面に設けられている（図２（ａ）参照）。
【００５６】
　変速用第二ワンウェイクラッチ３ｅ－２は、車軸５に固定した揺動軸３ｉの軸周りに揺
動自在の変速用第二クラッチ爪３ｆ－２が車軸５の外面に、その変速用第二クラッチ爪３
ｆ－２が噛み合う変速用第二クラッチカム面３ｇ－２が第二太陽歯車３ａ－２の内面に設
けられている（図２（ｂ）参照）。
【００５７】
　変速制御機構１０は、車軸５内を通して外部に引き出された変速操作部１０ａと、その
変速操作部１０ａに接続された変速用スリーブ１０ｂを有している。
　その変速操作部１０ａを軸方向に移動操作することにより、変速用スリーブ１０ｂを通
じて、変速用第一ワンウェイクラッチ３ｅ－１及び変速用第二ワンウェイクラッチ３ｅ－
２が、係合状態又は係合不能状態とに切り替えられる。すなわち、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を、それぞれ車軸５周りに相対回転可能また
は相対回転不能とに切り替えることができる。
【００５８】
　その作用について、さらに詳しく説明すると、変速用第一クラッチ爪３ｆ－１及び変速
用第二クラッチ爪３ｆ－２は、その一端が、図示しない弾性部材によって、変速用第一ク
ラッチカム面３ｇ－１又は変速用第二クラッチカム面３ｇ－２側に起き上がる方向に負荷
を与えられている。一方、その他端は、変速制御機構１０における変速用スリーブ１０ｂ
に接しており、その弾性部材の弾性力に抗して、変速用第一クラッチカム面３ｇ－１又は
変速用第二クラッチカム面３ｇ－２側に起き上がるのが抑制されている（例えば、図２（
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ａ）（ｂ）参照）。
【００５９】
　ここで、変速用スリーブ１０ｂには、車軸５の軸方向に沿って２箇所の切欠部１０ｄが
設けられている。車軸５内を通って外部に引き出された変速操作部１０ａを、車軸５外か
らの外部操作により軸方向へ移動させると、変速用スリーブ１０ｂも軸方向に移動し、切
欠部１０ｄが、変速用第一クラッチ爪３ｆ－１又は変速用第二クラッチ爪３ｆ－２の位置
、あるいは、その両方の位置に移動する。
【００６０】
　そうすると、切欠部１０ｄに対面した変速用第一クラッチ爪３ｆ－１や変速用第二クラ
ッチ爪３ｆ－２は、その変速用スリーブ１０ｂによる拘束が解除され、その一端が、変速
用第一クラッチカム面３ｇ－１や変速用第二クラッチカム面３ｇ－２側に起き上がり、駆
動力に対して係合することが可能な状態となる。例えば、図４（ａ）（ｂ）は、変速用第
一クラッチ爪３ｆ－１と変速用第二クラッチ爪３ｆ－２のうち、変速用第二クラッチ爪３
ｆ－２のみが起き上がって係合状態となっているのを示しており、図６（ａ）（ｂ）は、
変速用第一クラッチ爪３ｆ－１と変速用第二クラッチ爪３ｆ－２の両方が起き上がって、
それぞれ係合状態となっているのを示している。
【００６１】
　このとき、切欠部１０ｄの軸方向一端には、テーパ面１０ｅが設けられている。このテ
ーパ面１０ｅは、変速用第一クラッチ爪３ｆ－１や変速用第二クラッチ爪３ｆ－２が、変
速用第一クラッチカム面３ｇ－１や変速用第二クラッチカム面３ｇ－２と係合している状
態から、その係合を解除しようとする際に、テーパ面１０ｅが各クラッチ爪３ｆ－１，３
ｆ－２の一端に接することで、その係合解除をスムーズにしている。すなわち、そのテー
パ面１０ｅの傾斜面によって、各クラッチ爪３ｆ－１，３ｆ－２をカム面３ｇ－１，３ｇ
－２から外す力を大きくすることができる。
【００６２】
　なお、変速操作部１０ａは軸状を成し、車軸５内に設けた軸孔５ｂ内に進退自在に挿通
されており、弾性部材１０ｇによって、軸方向外側に付勢されている。このため、変速操
作部１０ａの軸方向への移動操作は、その変速操作部１０ａをハブ１内に押し込む時は、
前記弾性部材１０ｇの付勢力に抗して行われ、押し込む力を解除すると、変速操作部１０
ａは、その付勢力によって自動的に元の状態に復帰する。
【００６３】
　また、変速用スリーブ１０ｂは、車軸５に設けられた横穴１０ｃに挿入されたピン１０
ｆによってその車軸５に固定されている。ピン１０ｆを変速操作部１０ａによって横穴１
０ｃ内で軸方向へ移動操作することにより、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。
【００６４】
　また、第一遊星キャリア３ｃ－１と第二遊星キャリア３ｃ－２との間に、第一ワンウェ
イクラッチ３ｋが備えられている。さらに、第二遊星キャリア３ｃ－２とハブケース７と
の間に、第二ワンウェイクラッチ３ｍが備えられている。
【００６５】
　第二遊星キャリア３ｃ－２は、第一遊星歯車３ｂ－１と噛み合う第一外輪歯車３ｄ－１
と一体に形成されているが、この第二遊星キャリア３ｃ－２と第一外輪歯車３ｄ－１とを
別体に形成して、これらをスプライン等により結合することによって、一体に回転するよ
うにしてもよい。
【００６６】
　また、ハブケース７は、第二遊星歯車３ｂ－２と噛み合う第二外輪歯車３ｄ－２と一体
に形成されているが、この第二遊星歯車３ｂ－２と第二外輪歯車３ｄ－２とを別体に形成
して、これらをスプライン等により結合することによって、一体に回転するようにしても
よい。
【００６７】
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　第一ワンウェイクラッチ３ｋは、第一遊星キャリア３ｃ－１の外面に設けた第一クラッ
チ爪３ｑと、第二遊星キャリア３ｃ－２の内面に設けられ、その第一クラッチ爪３ｑが噛
み合う第一クラッチカム面３ｎを備えている。第一クラッチ爪３ｑは、図示しない弾性部
材によって、その一端が、第一クラッチカム面３ｎ側に起き上がる方向に付勢されている
（図２（ｃ）参照）。
【００６８】
　第二ワンウェイクラッチ３ｍは、第二遊星キャリア３ｃ－２の外面に設けた第二クラッ
チ爪３ｒと、ハブケース７の内面に設けられ、その第二クラッチ爪３ｒが噛み合う第二ク
ラッチカム面３ｓを備えている。第二クラッチ爪３ｒは、図示しない弾性部材によって、
その一端が、第二クラッチカム面３ｓ側に起き上がる方向に付勢されている。（図２（ｄ
）参照）
【００６９】
　逆入力用ワンウェイクラッチ２は、第一太陽歯車３ａ－１と車軸５との間に設けられる
逆入力用第一ワンウェイクラッチ２ａ－１と、第二太陽歯車３ａ－２と前記車軸５との間
に設けられる逆入力用第二ワンウェイクラッチ２ａ－２とからなる。
　逆入力用第一ワンウェイクラッチ２ａ－１及び逆入力用第二ワンウェイクラッチ２ａ－
２は、ラチェットクラッチ機構によって構成されている。
【００７０】
　逆入力用第一ワンウェイクラッチ２ａ－１は、車軸５に固定した揺動軸２ｄの軸周りに
揺動自在の逆入力用第一クラッチ爪２ｃ－１が車軸５の外面に、その逆入力用第一クラッ
チ爪２ｃ－１が噛み合う変速用第一クラッチカム面２ｂ－１が第一太陽歯車３ａ－１の内
面に設けられている（図２（ａ）参照）。
【００７１】
　逆入力用第二ワンウェイクラッチ２ａ－２は、車軸５に固定した揺動軸２ｄの軸周りに
揺動自在の逆入力用第二クラッチ爪２ｃ－２が車軸５の外面に、その逆入力用第二クラッ
チ爪２ｃ－２が噛み合う逆入力用第二クラッチカム面２ｂ－２が第二太陽歯車３ａ－２の
内面に設けられている（図２（ｂ）参照）。
【００７２】
　クラッチ切替装置９は、車軸５内を通して外部に引き出された逆入力操作部９ａと、そ
の逆入力操作部９ａに接続された逆入力用スリーブ９ｂを有している。逆入力操作部９ａ
を軸方向に移動操作することにより、その逆入力用スリーブ９ｂを通じて、逆入力用第一
ワンウェイクラッチ２ａ－１及び逆入力用第二ワンウェイクラッチ２ａ－２が、係合状態
又は係合不能状態とに切り替えられる。すなわち、駆動輪からの逆入力に対して、第一太
陽歯車３ａ－１及び第二太陽歯車３ａ－２を、それぞれ車軸５周りに相対回転可能または
相対回転不能とに切り替えることができる。
【００７３】
　その作用について、さらに詳しく説明すると、逆入力用第一クラッチ爪２ｃ－１及び逆
入力第二クラッチ爪２ｃ－２は、その一端が、図示しない弾性部材によって、逆入力用第
一クラッチカム面２ｂ－１又は逆入力用第二クラッチカム面２ｂ－２側に起き上がる方向
に負荷を与えられている。一方、その他端は、クラッチ切替装置９における逆入力用スリ
ーブ９ｂに接しており、その弾性部材の弾性力に抗して、逆入力用第一クラッチカム面２
ｂ－１又は逆入力用第二クラッチカム面２ｂ－２側に起き上がるのが抑制されている（例
えば、図２（ａ）（ｂ）参照）。
【００７４】
　ここで、逆入力用スリーブ９ｂには、車軸５の軸方向に沿って２箇所の切欠部９ｄが設
けられている。車軸５内を通って外部に引き出された逆入力操作部９ａを、車軸５外から
の外部操作により軸方向へ移動させると、逆入力用スリーブ９ｂも軸方向に移動し、切欠
部９ｄが、逆入力用第一クラッチ爪２ｃ－１又は逆入力第二クラッチ爪２ｃ－２の両方の
位置に移動する。
【００７５】
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　そうすると、切欠部９ｄに対面した逆入力用第一クラッチ爪２ｃ－１や逆入力用第二ク
ラッチ爪２ｃ－２は、その逆入力用スリーブ９ｂによる拘束が解除され、その一端が、逆
入力用第一クラッチカム面２ｂ－１や逆入力用第二クラッチカム面２ｂ－２側に起き上が
り、逆入力に対して係合することが可能な状態となる。例えば、図２（ａ）（ｂ）は、逆
入力用第一クラッチ爪２ｃ－１と逆入力用第二クラッチ爪２ｃ－２の両方が拘束されて係
合不能な状態となっているのを示しており、図８（ａ）（ｂ）は、逆入力用第一クラッチ
爪２ｃ－１と逆入力用第二クラッチ爪２ｃ－２の両方が起き上がって、それぞれ係合状態
となっているのを示している。
【００７６】
　このとき、切欠部９ｄの軸方向一端には、テーパ面９ｅが設けられている。このテーパ
面９ｅは、逆入力用第一クラッチ爪２ｃ－１や逆入力用第二クラッチ爪２ｃ－２が、逆入
力第一クラッチカム面２ｂ－１や逆入力用第二クラッチカム面２ｂ－２と係合している状
態から、その係合を解除しようとする際に、テーパ面９ｅが各クラッチ爪２ｃ－１，２ｃ
－２の一端に接することで、その係合解除をスムーズにしている。すなわち、そのテーパ
面９ｅの傾斜面によって、各クラッチ爪２ｃ－１，２ｃ－２をクラッチカム面２ｂ－１，
２ｂ－２から外す力を大きくすることができる。
【００７７】
　なお、逆入力操作部９ａは軸状を成し、車軸５内に設けた軸孔５ａ内に進退自在に挿通
されており、弾性部材９ｇによって、軸方向外側に付勢されている。このため、逆入力操
作部９ａの軸方向への移動操作は、その逆入力操作部９ａをハブ１内に押し込む時は、前
記弾性部材９ｇの付勢力に抗して行われ、押し込む力を解除すると、逆入力操作部９ａは
、その付勢力によって自動的に元の状態に復帰する。
【００７８】
　なお、逆入力用スリーブ９ｂは、車軸５に設けられた横穴９ｃに挿入されたピン９ｆに
よってその車軸５に固定されている。ピン９ｆを逆入力操作部９ａによって横穴９ｃ内で
軸方向へ移動操作することにより、逆入力用スリーブ９ｂの軸方向への移動を行うことが
できる。
【００７９】
　このクラッチ切替装置９は、ブレーキ操作と連動して、逆入力用第一ワンウェイクラッ
チ２ａ－１及び逆入力用第二ワンウェイクラッチ２ａ－２を、逆入力に対して係合可能な
状態に切り替えるようになっている。すなわち、ブレーキを操作すれば（ブレーキが効い
ている状態となれば）、逆入力用第一ワンウェイクラッチ２ａ－１及び逆入力用第二ワン
ウェイクラッチ２ａ－２が逆入力に対して係合可能な状態となり、ブレーキの操作を解除
すれば（ブレーキが効いていない状態となれば）、逆入力用第一ワンウェイクラッチ２ａ
－１及び逆入力用第二ワンウェイクラッチ２ａ－２が逆入力に対して係合不能な状態とな
る。
【００８０】
　このため、前進非駆動時において、特にブレーキをかけた際には、クラッチ切替装置９
の機能により、逆入力用第一ワンウェイクラッチ２ａ－１及び逆入力用第二ワンウェイク
ラッチ２ａ－２を逆入力に対して係合可能な状態に切り替えることによって、ハブケース
７からの逆入力を、リアスプロケット４を通じて駆動力伝達要素（チェーン２３）に伝達
可能である。
【００８１】
　以上のように、この実施形態において、第一遊星歯車３ｂ－１と噛み合う第一太陽歯車
３ａ－１は、車軸５に対して、変速用第一ワンウェイクラッチ３ｅ－１と逆入力用第一ワ
ンウェイクラッチ２ａ－１を介して支持されている。また、第二遊星歯車３ｂ－２と噛み
合う第二太陽歯車３ａ－２は、車軸５に対して、変速用第二ワンウェイクラッチ３ｅ－２
と逆入力用第二ワンウェイクラッチ２ａ－２を介して支持されている。
【００８２】
　ここで、この実施形態では、第一遊星歯車機構３ｐ－１と第二遊星歯車機構３ｐ－２は
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、同一の遊星歯車機構によって構成されている。すなわち、同一の歯車諸元からなる太陽
歯車３ａ、遊星歯車３ｂを用いることで、両遊星歯車機構３ｐ－１，３ｐ－２同士の部品
を共通化することが可能となり、低コスト化を実現できる。
　なお、第一外輪歯車３ｄ－１と第二外輪歯車３ｄ－２を、それぞれ、第二遊星キャリア
３ｃ－２、ハブケース７と別体で形成する場合は、その第一外輪歯車３ｄ－１、第二外輪
歯車３ｄ－２も同一の歯車諸元からなるものとして、部品の共通化を図ることができる。
【００８３】
　また、この実施形態では、変速用第一クラッチカム面３ｇ－１と逆入力用第一クラッチ
カム面２ｂ－１の両方の機能を発揮する両方向第一クラッチカム部３ｈ－１を、第一太陽
歯車３ａ－１の内面に形成している。また、変速用第二クラッチカム面３ｇ－２と逆入力
用第二クラッチカム面２ｂ－２の両方の機能を発揮する両方向第二クラッチカム部３ｈ－
２を、第二太陽歯車３ａ－２の内面に形成している。
【００８４】
　これにより、両方向第一クラッチカム部３ｈ－１の凹凸は、変速用第一クラッチカム面
３ｇ－１としても機能し、また、逆入力用第一クラッチカム面２ｂ－１としても機能する
。また、両方向第二クラッチカム部３ｈ－２の凹凸は、変速用第二クラッチカム面３ｇ－
２としても機能し、また、逆入力用第二クラッチカム面２ｂ－２としても機能する。
【００８５】
　このため、変速用第一ワンウェイクラッチ３ｅ－１と逆入力用第一ワンウェイクラッチ
２ａ－１、及び、変速用第二ワンウェイクラッチ３ｅ－２と逆入力用第二ワンウェイクラ
ッチ２ａ－２を、それぞれ軸方向同一位置に配置されている。
　このとき、変速用第一クラッチ爪３ｆ－１と逆入力用第一クラッチ爪２ｃ－１、及び、
変速用第二クラッチ爪３ｆ－２と逆入力用第二クラッチ爪２ｃ－２も、それぞれ軸方向同
一位置に配置されている。
【００８６】
　変速機構３の車軸５の軸方向への長さは、リアハブ１内のスペースに制約があることか
ら、できる限り短くしなければならないので、このように、逆入力用ワンウェイクラッチ
２や変速用ワンウェイクラッチ３ｅをラチェットクラッチによって構成し、これらを車軸
５の軸方向において同一位置に配置することで、太陽歯車３ａの軸方向長さを短くするこ
とが可能である。
【００８７】
　変速１段目の状態を図１及び図２に示す。この変速１段目において、変速用第一クラッ
チ爪３ｆ－１及び変速用第二クラッチ爪３ｆ－２は、図２（ａ）（ｂ）に示すように、い
ずれも変速用スリーブ１０ｂにより拘束されている。
【００８８】
　このため、第一太陽歯車３ａ－１及び第二太陽歯車３ａ－２は、駆動力に対して、車軸
５に相対回転可能となっている。
【００８９】
　なお、このとき、逆入力用第一ワンウェイクラッチ２ａ－１及び逆入力用第二ワンウェ
イクラッチ２ａ－２は、いずれも逆入力用第一クラッチ爪２ｃ－１及び逆入力用第二クラ
ッチ爪２ｃ－２が、逆入力用スリーブ９ｂにより拘束されているので、逆入力に対して係
合不能な状態である。
【００９０】
　この場合、リアスプロケット４からの駆動力は、第一遊星キャリア３ｃ－１、第一ワン
ウェイクラッチ３ｋ、第二遊星キャリア３ｃ－２、第二ワンウェイクラッチ３ｍ、ハブケ
ース７の順に直結（等速）で伝達される。
【００９１】
　変速２段目の状態を図３及び図４に示す。前記変速１段目の状態から、外部操作により
変速制御機構１０の変速操作部１０ａを、図３で示す矢印の方向へ軸方向のある位置まで
押し込むと、変速用第一クラッチ爪３ｆ－１は変速用スリーブ１０ｂにより拘束されてい
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るが、変速用第二クラッチ爪３ｆ－２の位置に変速用スリーブ１０ｂの切欠部１０ｄが移
動した状態となる。この状態において、図４（ａ）（ｂ）に示すように、変速用第二クラ
ッチ爪３ｆ－２の拘束が解除され、その変速用第二クラッチ爪３ｆ－２は、図示しない弾
性部材の付勢力によって揺動し、両方向第二クラッチカム部３ｈ－２に係合する。
【００９２】
　このため、駆動力に対して、第一太陽歯車３ａ－１は車軸５周りに相対回転可能であり
、第二太陽歯車３ａ－２は相対回転不能となる。
【００９３】
　なお、このとき、逆入力用第一ワンウェイクラッチ２ａ－１及び逆入力用第二ワンウェ
イクラッチ２ａ－２は、いずれも逆入力用第一クラッチ爪２ｃ－１及び逆入力用第二クラ
ッチ爪２ｃ－２が、逆入力用スリーブ９ｂにより拘束されているので、逆入力に対して係
合不能な状態である。
【００９４】
　この場合、リアスプロケット４からの駆動力は、第一遊星キャリア３ｃ－１、第一ワン
ウェイクラッチ３ｋ、第二遊星キャリア３ｃ－２、第二遊星歯車３ｂ－２、第二外輪歯車
３ｄ－２、ハブケース７の順に増速されて伝達される。
【００９５】
　その増速比は、第二太陽歯車３ａ－２の歯数をｂ、第二外輪歯車３ｄ－２の歯数をｄと
すると、
（ｂ＋ｄ）／ｄ
となる。
【００９６】
　変速３段目の状態を図５及び図６に示す。前記変速２段目の状態から、外部操作により
変速制御機構１０の変速操作部１０ａを、図５で示す矢印の方向へ軸方向のある位置まで
さらに押し込むと、変速用第一クラッチ爪３ｆ－１及び変速用第二クラッチ爪３ｆ－２の
位置に変速用スリーブ１０ｂの切欠部１０ｄが移動する。これにより、変速用第一クラッ
チ爪３ｆ－１及び変速用第二クラッチ爪３ｆ－２の拘束が解除され、その変速用第一クラ
ッチ爪３ｆ－１及び変速用第二クラッチ爪３ｆ－２は、図示しない弾性部材の付勢力によ
って揺動し、両方向第一クラッチカム部３ｈ－１及び両方向第二クラッチカム部３ｈ－２
に係合する。
【００９７】
　このとき、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は相対回
転不能となる。
【００９８】
　また、このとき、逆入力用第一ワンウェイクラッチ２ａ－１及び逆入力用第二ワンウェ
イクラッチ２ａ－２は、いずれも逆入力用第一クラッチ爪２ｃ－１及び逆入力用第二クラ
ッチ爪２ｃ－２が、逆入力用スリーブ９ｂにより拘束されているので、逆入力に対して係
合不能な状態である。
【００９９】
　この場合、リアスプロケット４からの駆動力は、第一遊星キャリア３ｃ－１、第一遊星
歯車３ｂ－１、第一外輪歯車３ｄ－１、第二遊星キャリア３ｃ－２、第二遊星歯車３ｂ－
２、第二外輪歯車３ｄ－２、ハブケース７の順に増速されて伝達される。
【０１００】
　その増速比は、第一太陽歯車の歯数をａ、第二太陽歯車３ａ－２の歯数をｂ、第一外輪
歯車３ｄ－１の歯数をｃ、第二外輪歯車３ｄ－２の歯数をｄとすると、
｛（ａ＋ｃ）×（ｂ＋ｄ）｝／（ｃ×ｄ）
となる。
【０１０１】
　変速３段目から２段目に戻す場合や、変速２段目から１段目に戻す場合は、変速操作部
１０ａを押し込む方向の力を解除すれば、弾性部材１０ｇ及び弾性部材９ｇの弾性力によ
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って、変速操作部１０ａ及び変速用スリーブ１０ｂが押し戻されるので、その押し込む方
向の力を解除あるいは緩めるだけでその変速操作が可能である。
【０１０２】
　このとき、切欠部１０ｄの軸方向に設けられたテーパ面１０ｅによって、両方向第一ク
ラッチカム部３ｈ－１及び両方向第二クラッチカム部３ｈ－２に係合している変速用第一
クラッチ爪３ｆ－１及び変速用第二クラッチ爪３ｆ－２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。
【０１０３】
　前進非駆動時の状態を図７及び図８に示す。ブレーキ操作に連動してクラッチ切替装置
９の逆入力操作部９ａを、図７に矢印で示す方向へ軸方向にある位置まで押し込むと、逆
入力用第一クラッチ爪２ｃ－１及び逆入力用第二クラッチ爪２ｃ－２の位置に逆入力用ス
リーブ９ｂの切欠部９ｄが移動する。これにより、逆入力用第一クラッチ爪２ｃ－１及び
逆入力用第二クラッチ爪２ｃ－２の拘束が解除され、その逆入力用第一クラッチ爪２ｃ－
１及び逆入力用第二クラッチ爪２ｃ－２は、図示しない弾性部材の付勢力によって揺動し
、両方向第一クラッチカム部３ｈ－１及び両方向第二クラッチカム部３ｈ－２に係合する
。
【０１０４】
　このとき、逆入力に対して、第一太陽歯車３ａ－１及び第二太陽歯車３ａ－２は、車軸
５に相対回転不能となる。
【０１０５】
　この場合、ハブケース７からの逆入力は、第二外輪歯車３ｄ－２、第二遊星歯車３ｂ－
２、第二遊星キャリア３ｃ－２、第一外輪歯車３ｄ－１、第一遊星歯車３ｂ－１、第一遊
星キャリア３ｃ－１、リアスプロケット４の順に減速されて伝達され、動力伝達要素とし
てのチェーン２３を介してモータに伝わり回生発電可能となる。
【０１０６】
　その減速比は、第一太陽歯車３ａ－１の歯数をａ、第二太陽歯車３ａ－２の歯数をｂ、
第一外輪歯車３ｄ－１の歯数をｃ、第二外輪歯車３ｄ－２の歯数をｄとすると、
｛（ａ＋ｃ）×（ｂ＋ｄ）｝／（ｃ×ｄ）
となる。
【０１０７】
　なお、自転車を手で押して後退する際（後退時）において、逆入力用第一クラッチ爪２
ｃ－１及び逆入力用第二クラッチ爪２ｃ－２は、ブレーキを操作しない限り両方向第一ク
ラッチカム部３ｈ－１及び両方向第二クラッチカム部３ｈ－２に係合可能な状態とはなら
ない。このため、その機能が、第一ワンウェイクラッチ３ｋ及び第二ワンウェイクラッチ
３ｍと干渉することはなく、後進が可能である。
【０１０８】
　また、変速制御機構１０、クラッチ切替装置９の変形例として、例えば、変速用スリー
ブ１０ｂや逆入力スリーブ９ｂを、車軸５の軸周り方向に回転移動操作するものも考えら
れる。すなわち、変速用スリーブ１０ｂや逆入力スリーブ９ｂを、車軸５の軸周り方向に
回転させることにより、各切欠部１０ｄ、９ｄが、変速用クラッチ爪３ｆや逆入力用クラ
ッチ爪２ｃの位置と、その変速用クラッチ爪３ｆや逆入力用クラッチ爪２ｃの位置から退
避した位置との間でそれぞれ移動することにより、その逆入力用ワンウェイクラッチ２や
変速用ワンウェイクラッチ３ｅをそれぞれ切り替えるものである。
　このとき、その変速用スリーブ１０ｂや逆入力スリーブ９ｂの軸周り回転は、変速操作
部１０ａや逆入力操作部９ａの前記軸方向移動と連動して動作させることもできる。また
、変速操作部１０ａや逆入力操作部９ａの軸回り回転移動と連動して動作させることもで
きる。
【０１０９】
　また、これらの実施形態では、ラチェットクラッチで構成された変速用ワンウェイクラ
ッチ３ｅ、逆入力用ワンウェイクラッチ２において、そのラチェットクラッチの各クラッ
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チ爪３ｆ，２ｃのクラッチカム面３ｇ，２ｂへの噛合を、変速用スリーブ１０ｂ、逆入力
用スリーブ９ｂによって係合できる状態と係合できない状態とに切り替える方式を採用し
たが、車軸５と太陽歯車３ａとの間のワンウェイクラッチを相対回転可能、相対回転不能
とに切り替える手段としては、変速用スリーブ１０ｂ、逆入力用スリーブ９ｂ以外のその
他の構成を採用してもよい。
【０１１０】
　また、この実施形態では、変速用ワンウェイクラッチ３ｅ、第一ワンウェイクラッチ３
ｋ、第二ワンウェイクラッチ３ｍは、ラチェットクラッチ機構によって構成されているが
、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
ることもできる。
【符号の説明】
【０１１１】
１　リアハブ（ハブ）
２　逆入力用ワンウェイクラッチ
２ａ－１　逆入力用第一ワンウェイクラッチ
２ａ－２　逆入力用第二ワンウェイクラッチ
２ｂ－１　逆入力用第一クラッチカム面
２ｂ－２　逆入力用第二クラッチカム面
２ｃ－１　逆入力用第一クラッチ爪
２ｃ－２　逆入力用第二クラッチ爪
２ｄ　揺動軸（クラッチ爪軸）
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
３ｂ－１　第一遊星歯車
３ｂ－２　第二遊星歯車
３ｃ　遊星キャリア
３ｃ－１　第一遊星キャリア
３ｃ－２　第二遊星キャリア
３ｄ　外輪歯車
３ｄ－１　第一外輪歯車
３ｄ－２　第二外輪歯車
３ｅ　変速用ワンウェイクラッチ
３ｅ－１　変速用第一ワンウェイクラッチ
３ｅ－２　変速用第二ワンウェイクラッチ
３ｆ　変速用クラッチカム爪
３ｆ－１　変速用第一クラッチ爪
３ｆ－２　変速用第二クラッチ爪
３ｇ　変速用クラッチカム面
３ｇ－１　変速用第一クラッチカム面
３ｇ－２　変速用第二クラッチカム面
３ｈ－１　両方向第一クラッチカム部
３ｈ－２　両方向第二クラッチカム部
３ｉ　揺動軸（クラッチ爪軸）
３ｋ　第一ワンウェイクラッチ
３ｍ　第二ワンウェイクラッチ
３ｎ　第一クラッチカム面
３ｑ　第一クラッチ爪
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３ｒ　第二クラッチ爪
３ｓ　第二クラッチカム面
４　リアスプロケット（スプロケット）
５　車軸
５ａ，５ｂ　軸孔
６　ハブフランジ
７　ハブケース
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　横穴
９ｄ　切欠部
９ｅ　テーパ面
９ｆ　ピン
９ｇ　弾性部材
１０　変速制御機構
１０ａ　変速操作部
１０ｂ　変速用スリーブ
１０ｃ　横穴
１０ｄ　切欠部
１０ｅ　テーパ面
１０ｆ　ピン
１０ｇ　弾性部材
１３，１４　軸受部

【図１】 【図２】
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