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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両用エンジン（Ｅ）からのトルクを伝達するトルク伝達経路（４６，７８，９８）に
、当該トルク伝達経路（４６，７８，８９）の一部を構成する回転伝動部材（５４，５５
；８０，８１；１００，１０１）と、慣性回転体（６５，８５，１０５）との間に複数個
のダンパスプリング（５３）が介設されて成るダイナミックダンパ機構（６４，８４，１
０４）が付設される流体式動力伝達装置において、前記回転伝動部材（５４，５５；８０
，８１；１００，１０１）および前記慣性回転体（６５，８５，１０５）のいずれか一方
に常時連結される弾性部材（７０，８８）が、遠心力を受けて変形することを可能としつ
つ前記ダイナミックダンパ機構（６４，８４，１０４）に付加され、前記弾性部材（７０
，８８）は、前記ダンパスプリング（５３）でトルク変動を吸収し得る低速回転時には前
記回転伝動部材（５４，５５；８０，８１；１００，１０１）および前記慣性回転体（６
５，８５，１０５）の他方との間にトルク方向の遊び（７３，９３）が生じるものの所定
の回転数以上の高速回転時の遠心力による変形に応じて前記回転伝動部材（５４，５５；
８０，８１；１００，１０１）および前記慣性回転体（６５，８５，１０５）間で弾発力
を発揮するようにして、前記回転伝動部材（５４，５５；８０，８１；１００，１０１）
および前記慣性回転体（６５，８５，１０５）間に配置されることを特徴とする流体式動
力伝達装置。
【請求項２】
　前記弾性部材（７０，８８）を有する前記ダイナミックダンパ機構（６４，８４，１０
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４）のバネレートが、前記低速回転時に対する前記高速回転時の比を１よりも大きく４以
下とするように設定されることを特徴とする請求項１に記載の流体式動力伝達装置。
【請求項３】
　少なくとも２種類の前記弾性部材（７０，８８）が、前記ダイナミックダンパ機構（１
０４）のバネレートを少なくとも２つ以上の異なる回転数で変化させるようにして前記ダ
イナミックダンパ機構（１０４）に付加されることを特徴とする請求項１または２に記載
の流体式動力伝達装置。
【請求項４】
　前記弾性部材（７０）が、前記慣性回転体（６５）内に配置されることを特徴とする請
求項１～３のいずれか１項に記載の流体式動力伝達装置。
【請求項５】
　前記慣性回転体（８５）の少なくとも一部を両側から挟む一対の前記回転伝動部材（８
０，８１）が、前記慣性回転体（８５）との間に介設される前記ダンパスプリング（５３
）を保持するスプリングホルダ（７６）を構成するようにして相対回転不能に連結され、
前記弾性部材（８８）が前記スプリングホルダ（７６）内に配置されることを特徴とする
請求項１～３のいずれか１項に記載の流体式動力伝達装置。
【請求項６】
　板ばねの曲げ加工で前記弾性部材（７０，８８）が形成されることを特徴とする請求項
１～５のいずれか１項に記載の流体式動力伝達装置。
【請求項７】
　前記ダイナミックダンパ機構（６４）の回転軸線まわりで周方向に延びる前記弾性部材
（７０，８８）の自然な状態での前記周方向に沿う中央部に、前記回転伝動部材（５４，
５５；８０，８１；１００，１０１）および前記慣性回転体（６５，８５，１０５）のい
ずれか一方が常時連結され、前記弾性部材（７０，８８）の少なくとも一部を収容する収
容部（７２，９２）が前記回転伝動部材（５４，５５；８０，８１；１００，１０１）お
よび前記慣性回転体（６５，８５，１０５）の他方に形成され、前記収容部（７２，９２
）は、内側収容部分（７２ａ，９２ａ）と、前記回転軸線を中心とする半径方向に沿う外
側から前記内側収容部分（７２ａ，９２ａ）に連なる外側収容部分（７２ｂ，９２ｂ）と
から成り、前記内側収容部分（７２ａ，９２ａ）の前記周方向に沿う長さ（Ｌ１，Ｌ３）
は、当該内側収容部分（７２ａ，９２ａ）の前記周方向に沿う両端部が前記低速回転時に
前記弾性部材（７０，８８）の前記周方向に沿う両端部に接触することを回避するように
して自然な状態に在る前記弾性部材（７０，８８）よりも前記周方向に長く設定され、前
記外側収容部分（７２ｂ，９２ｂ）の前記周方向に沿う長さ（Ｌ２，Ｌ４）は、当該外側
収容部分（７２ｂ，９２ｂ）の前記周方向に沿う両端部が前記高速回転時に遠心力を受け
て変形した前記弾性部材（７０，８８）の前記周方向に沿う両端部に接触するようにして
前記内側収容部分（７２ａ，９２ａ）よりも前記周方向に短く設定されることを特徴とす
る請求項１～６のいずれか１項に記載の流体式動力伝達装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両用エンジンからのトルクを伝達するトルク伝達経路に、当該トルク伝達
経路の一部を構成する回転伝動部材と、慣性回転体との間に複数のダンパスプリングが介
設されて成るダイナミックダンパ機構が付設される流体式動力伝達装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　流体式動力伝達装置であるトルクコンバータにおいて、ロックアップクラッチでポンプ
インペラおよび出力シャフト間を直結した状態でのトルク伝達経路に、ダイナミックダン
パ機構が付設されるようにしたものが特許文献１で知られているが、このようなものでは
、ダイナミックダンパ機構の減衰率が一義的に定まってしまい、ダイナミックダンパ機構
による減衰効果が大きい回転数領域が限定的であり、広い回転数領域での減衰効果不充分
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である。
【０００３】
　このような課題を解決するにあたっては、ダイナミックダンパ機構のバネレートを回転
数に応じて変化させることで幅広い回転数領域で減衰効果が得られるようにすることが考
えられ、そのようなダイナミックダンパ機構は、たとえば特許文献２および特許文献３で
知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－２９３６７１号公報
【特許文献２】特開２００１－２６３４２４号公報
【特許文献３】特開２００４－２３９３２３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところが、上記特許文献２で開示されるものでは、慣性回転体および駆動軸が、２つの
リンク機構で連結され、回転数の変化に伴う２つのリンク機構の姿勢変化によってバネレ
ートを変化させるようにしており、バネレートを変化させるための構造が複雑であり、部
品点数も多くなり、コストの低減が難しい。
【０００６】
　また上記特許文献３で開示されるものでは、制振対象構造物に複数のダイナミックダン
パを直列に連結することで、幅広い領域で制振効果が得られるようにしているが、この技
術をそのまま流体式動力伝達装置に適用すると、部品点数の増加につながり、コストの増
大を招くことになる。
【０００７】
　本発明は、かかる事情に鑑みてなされたものであり、部品点数の増大を抑えた簡単な構
造でダイナミックダンパ機構のバネレートを回転数に応じて変化させ得るようにした流体
式動力伝達装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明は、車両用エンジンからのトルクを伝達するトルク
伝達経路に、当該トルク伝達経路の一部を構成する回転伝動部材と、慣性回転体との間に
複数個のダンパスプリングが介設されて成るダイナミックダンパ機構が付設される流体式
動力伝達装置において、前記回転伝動部材および前記慣性回転体のいずれか一方に常時連
結される弾性部材が、遠心力を受けて変形することを可能としつつ前記ダイナミックダン
パ機構に付加され、前記弾性部材は、前記ダンパスプリングでトルク変動を吸収し得る低
速回転時には前記回転伝動部材および前記慣性回転体の他方との間にトルク方向の遊びが
生じるものの所定の回転数以上の高速回転時の遠心力による変形に応じて前記回転伝動部
材および前記慣性回転体間で弾発力を発揮するようにして、前記回転伝動部材および前記
慣性回転体間に配置されることを第１の特徴とする。
【０００９】
　また本発明は、第１の特徴の構成に加えて、前記弾性部材を有する前記ダイナミックダ
ンパ機構のバネレートが、前記低速回転時に対する前記高速回転時の比を１よりも大きく
４以下とするように設定されることを第２の特徴とする。
【００１０】
　本発明は、第１または第２の特徴の構成に加えて、少なくとも２種類の前記弾性部材が
、前記ダイナミックダンパ機構のバネレートを少なくとも２つ以上の異なる回転数で変化
させるようにして前記ダイナミックダンパ機構に付加されることを第３の特徴とする。
【００１１】
　本発明は、第１～第３の特徴の構成のいずれかに加えて、前記弾性部材が、前記慣性回
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転体内に配置されることを第４の特徴とする。
【００１２】
　本発明は、第１～第３の特徴の構成のいずれかに加えて、前記慣性回転体の少なくとも
一部を両側から挟む一対の前記回転伝動部材が、前記慣性回転体との間に介設される前記
ダンパスプリングを保持するスプリングホルダを構成するようにして相対回転不能に連結
され、前記弾性部材が前記スプリングホルダ内に配置されることを第５の特徴とする。
【００１３】
　本発明は、第１～第５の特徴の構成のいずれかに加えて、板ばねの曲げ加工で前記弾性
部材が形成されることを第６の特徴とする。
【００１４】
　さらに本発明は、第１～第６の特徴の構成のいずれかに加えて、前記ダイナミックダン
パ機構の回転軸線まわりで周方向に延びる前記弾性部材の自然な状態での前記周方向に沿
う中央部に、前記第２回転伝動部材および前記慣性回転体のいずれか一方が常時連結され
、前記弾性部材の少なくとも一部を収容する収容部が前記第２回転伝動部材および前記慣
性回転体の他方に形成され、前記収容部は、内側収容部分と、前記回転軸線を中心とする
半径方向に沿う外側から前記内側収容部分に連なる外側収容部分とから成り、前記内側収
容部分の前記周方向に沿う長さは、当該内側収容部分の前記周方向に沿う両端部が前記低
速回転時に前記弾性部材の前記周方向に沿う両端部に接触することを回避するようにして
自然な状態に在る前記弾性部材よりも前記周方向に長く設定され、前記外側収容部分の前
記周方向に沿う長さは、当該外側収容部分の前記周方向に沿う両端部が前記高速回転時に
遠心力を受けて変形した前記弾性部材の前記周方向に沿う両端部に接触するようにして前
記内側収容部分よりも前記周方向に短く設定されることを第７の特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、回転伝動部材および慣性回転体のいずれか一方に常時連結される弾性
部材が遠心力を受けて変形することを可能としてダイナミックダンパ機構に付加され、ダ
ンパスプリングでトルク変動を吸収し得る低速回転時には、弾性部材と、回転伝動部材お
よび慣性回転体の他方との間にトルク方向の遊びが生じるものの、所定の回転数以上の高
速回転時の遠心力による変形に応じて弾性部材が回転伝動部材および慣性回転体間で弾発
力を発揮するので、高速回転時には、ダンパスプリングに弾性部材のばね力が加わること
になり、ダイナミックダンパ機構の共振周波数が高速回転側に変化することになり、ダイ
ナミックダンパ機構のバネレートを回転数に応じて変化させることができ、それを実現す
るにあたって弾性部材を付加するのみであり、部品点数の増大を抑えた簡単な構造とする
ことができる。
【００１６】
　また本発明の特に第２の特徴によれば、弾性部材を有するダイナミックダンパ機構のバ
ネレートが、低速回転時に対する高速回転時の比を１よりも大きく４以下とすることで、
車両用エンジンの常用回転域で広範囲に制振性能を高めることができる。すなわち低速回
転域で励起される低周波振動は知覚され易く、しかもその振動による異音も聞こえ易い傾
向にあるので、バネレートを低速回転域に対応した値に設定することで低速回転域での低
周波振動の発生を抑えつつ、車両用エンジンの常用回転域での広範囲かつ効果的な制振性
能を得ることができる。
【００１７】
　本発明の特に第３の特徴によれば、少なくとも２種類の前記弾性部材がダイナミックダ
ンパ機構に付加され、それらの弾性部材により、ダイナミックダンパ機構のバネレートを
少なくとも２つ以上の異なる回転数で変化させるので、車両用エンジンの乗用回転域での
より効果的な制振性能を得ることができる。
【００１８】
　本発明の特に第４の特徴によれば、弾性部材が慣性回転体内に配置されるので、弾性部
材の付加によるダイナミックダンパ機構の大型化を回避することができる。
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【００１９】
　さらに本発明の特に第５の特徴によれば、慣性回転体の少なくとも一部を両側から挟む
一対の回転伝動部材でスプリングホルダが構成され、弾性部材がスプリングホルダ内に配
置されるので、弾性部材の付加によるダイナミックダンパ機構の大型化を回避することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】第１の実施の形態のトルクコンバータの縦断面図である。
【図２】スプリングホルダの一部を構成する第１の保持板をタービンランナ側から見た正
面図である。
【図３】ダイナミックダンパ機構による振動減衰率のエンジン回転数による変化を示す図
である。
【図４】低速回転時の弾性部材の近傍を示す断面図である。
【図５】回転数の変化に伴う弾性部材の変化を順次示す断面図である。
【図６】バネレートを異ならせたダイナミックダンパ機構の周波数特性を比較して示す図
である。
【図７】ダイナミックダンパ機構のバネレートを低速回転時に対して高速回転時に２倍と
したときの周波数特性を示す図である。
【図８】ダイナミックダンパ機構のバネレートを低速回転時に対応した基準例と、その基
準例に対してバネレート２倍，３倍、４倍および５倍に変化させたときの周波数特性を示
す図である。
【図９】ダイナミックダンパ機構のバネレートを低速回転時に対して高速回転時に３倍お
よび５倍に設定したときの周波数特性を示す図である。
【図１０】第２の実施の形態のトルクコンバータの縦断面図である。
【図１１】図１０の１１－１１線断面図である。
【図１２】低速回転時（ａ）および高速回転時（ｂ）での弾性部材の作動状況を図１０の
１２矢視方向から見て示す図である。
【図１３】第３の実施の形態のトルクコンバータの縦断面図である。
【図１４】スプリングホルダの一部を構成する第１の保持板をタービンランナ側から見た
正面図である。
【図１５】２種類の弾性部材を付加した状態のダイナミックダンパ機構の周波数特性を示
す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施の形態を、添付の図面を参照しながら説明する。
【００２２】
　本発明の第１の実施の形態について図１～図９を参照しながら説明すると、先ず図１に
おいて、流体式動力伝達装置であるトルクコンバータは、ポンプインペラ１１と、このポ
ンプインペラ１１に対向して配置されるタービンランナ１２と、前記ポンプインペラ１１
および前記タービンランナ１２の内周部間に配置されるステータ１３とを備え、前記ポン
プインペラ１１、前記タービンランナ１２および前記ステータ１３間には、矢印１４で示
すように作動オイルを循環させる循環回路１５が形成される。
【００２３】
　前記ポンプインペラ１１は、椀状のポンプシェル１６と、該ポンプシェル１６の内面に
設けられる複数のポンプブレード１７と、それらのポンプブレード１７を連結するポンプ
コアリング１８と、前記ポンプシェル１６の内周部にたとえば溶接によって固定されるポ
ンプハブ１９とを有し、前記ポンプハブ１９には、トルクコンバータに作動オイルを供給
するオイルポンプ（図示せず）が連動、連結される。
【００２４】
　また前記ポンプシェル１６の外周部には、前記タービンランナ１２を外側から覆う椀状
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の伝動カバー２０が溶接によって結合されており、この伝動カバー２０の外周部にリング
ギヤ２１が溶接によって固着され、前記リングギヤ２１には駆動板２２締結される。また
駆動板２２には、車両用エンジンＥのクランクシャフト２３が同軸に締結されており、前
記ポンプインペラ１１には、車両用エンジンＥから回転動力が入力される。
【００２５】
　前記タービンランナ１２は、椀状のタービンシェル２４と、該タービンシェル２４の内
面に設けられる複数のタービンブレード２５と、それらのタービンブレード２５を連結す
るタービンコアリング２６とを有する。
【００２６】
　前記車両用エンジンＥからの回転動力を図示しないミッションに伝達する出力シャフト
２７の端部は、前記伝動カバー２０がその中心部に一体に有する有底円筒状の支持筒部２
０ａに、軸受ブッシュ２８を介して支持される。前記出力シャフト２７は、前記ポンプハ
ブ１９との間に軸方向の間隔をあけた位置に配置される出力ハブ２９にスプライン結合さ
れており、前記出力ハブ２９および前記伝動カバー２０間にはニードルスラストベアリン
グ３０が介装される。
【００２７】
　前記ステータ１３は、前記ポンプハブ１９および前記出力ハブ２９間に配置されるステ
ータハブ３１と、このステータハブ３１の外周に設けられる複数のステータブレード３２
と、それらのステータブレード３２の外周を連結するステータコアリング３３とを有し、
前記ポンプハブ１９および前記ステータハブ３１間にはスラストベアリング３４が介装さ
れ、前記出力ハブ２９および前記ステータハブ３１間にはスラストベアリング３５が介装
される。
【００２８】
　前記ステータハブ３１と、前記出力ハブ２９とともに回転する前記出力シャフト２７を
相対回転自在に囲繞するステータシャフト３６との間には、一方向クラッチ３７が介設さ
れ、前記ステータシャフト３６は、ミッションケース（図示せず）に回転不能に支持され
る。
【００２９】
　前記伝動カバー２０および前記タービンシェル２４間には、前記循環回路１５に連通す
るクラッチ室３８が形成され、このクラッチ室３８内に、ロックアップクラッチ４０と、
前記出力ハブ２９の外周に回転自在に支持される慣性回転体６５と、当該慣性回転体６５
に対して制限された範囲での相対回転を可能としつつ前記慣性回転体６５の少なくとも一
部を両側から挟むスプリングホルダ４２とが収容される。
【００３０】
　前記ロックアップクラッチ４０は、前記伝動カバー２０に摩擦接続可能なクラッチピス
トン４３を有するとともに該クラッチピストン４３を前記伝動カバー２０に摩擦接続させ
た接続状態ならびに摩擦接続を解除した非接続状態を切替えることが可能であり、円板状
に形成される前記クラッチピストン４３の内周部は、前記出力ハブ２９に軸方向移動を可
能として摺動可能に支持される。
【００３１】
　前記クラッチ室３８内は、前記クラッチピストン４３によって、前記タービンランナ１
２側の内側室３８ａと、前記伝動カバー２０側の外側室３８ｂとに区画されており、前記
ニードルスラストベアリング３０に隣接して前記出力ハブ２９に形成される油溝４４が前
記外側室３８ｂに連通され、前記油溝４４は円筒状の前記出力シャフト２７内に連通する
。また前記ポンプハブ１９および前記ステータシャフト３６間には、前記循環回路１５の
内周部に通じる油路４５が形成される。前記油溝４４および前記油路４５には、前記オイ
ルポンプおよびオイル溜め（図示せず）が交互に接続される。
【００３２】
　車両用エンジンＥのアイドリング時や、極低速運転域では、前記油溝４４から前記外側
室３８ｂに作動油が供給され、前記油路４５から作動油が導出されており、この状態では
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外側室３８ｂの方が内側室３８ａよりも高圧となり、前記クラッチピストン４３は前記伝
動カバー２０の内面から離反する側に押されており、ロックアップクラッチ４０は非接続
状態となっている。この状態では、ポンプインペラ１１およびタービンランナ１２の相対
回転は許容されており、車両用エンジンＥによってポンプインペラ１１が回転駆動される
ことで前記循環回路１５内の作動油が、矢印１４で示すように、ポンプインペラ１１、タ
ービンランナ１２、ステータ１３の順に循環回路１５内を循環し、前記ポンプインペラ１
１の回転トルクが前記タービンランナ１２、前記スプリングホルダ４２および前記出力ハ
ブ２９を介して前記出力シャフト２７に伝達される。
【００３３】
　前記ポンプインペラ１１および前記タービンランナ１２間でトルクの増幅作用が生じて
いる状態では、それに伴う反力がステータ１３で負担され、ステータ１３は、前記一方向
クラッチ３７のロック作用によって固定される。またトルク増幅作用を終えたときに、前
記ステータ１３は、該ステータ１３が受けるトルク方向の反転によって一方向クラッチ３
７を空転させながらポンプインペラ１１およびタービンランナ１２とともに同一方向に回
転する。
【００３４】
　このようなトルクコンバータがカップリング状態となったとき、もしくはカップリング
状態に近づいたときには、前記油路４５から前記外側室３８ｂに作動油が供給され、前記
油溝４４から作動油が導出されるように、前記油溝４４および前記油路４５と、前記オイ
ルポンプおよびオイル溜めとの接続状態が切替えられる。その結果、クラッチ室３８内で
は内側室３８ａの方が外側室３８ｂよりも高圧となり、その圧力差によってクラッチピス
トン４３が前記伝動カバー２０側に押圧され、前記クラッチピストン４３の外周部が前記
伝動ケース２０の内面に圧接して伝動ケース２０に摩擦接続され、ロックアップクラッチ
４０が接続状態となる。
【００３５】
　前記ロックアップクラッチ４０が接続状態となったときに、前記車両用エンジンＥから
前記伝動カバー２０に伝わるトルクは、前記クラッチピストン４３および前記スプリング
ホルダ４２を含むトルク伝達経路４６を経て前記出力ハブ２９に機械的に伝達されるもの
であり、このトルク伝達経路４６にはダンパ機構４７が介設される。
【００３６】
　前記ダンパ機構４７は、回転軸線まわりに相対回転することが可能な前記クラッチピス
トン４３および前記スプリングホルダ４２間に、周方向に等間隔をあけて配置される複数
個たとえば４個の第１のダンパスプリング４９が介設されて成るものである。
【００３７】
　前記クラッチピストン４３の外周部の前記伝動ケース２０とは反対側の面には、環状の
収容凹部５０が形成されており、その収容凹部５０内に周方向に等間隔をあけて収容され
る第１のダンパスプリング４９を、前記クラッチピストン４３との間に挟むリテーナ５１
が前記クラッチピストン４３に固定される。
【００３８】
　前記リテーナ５１は、前記収容凹部５０の内周にほぼ対応した外周を有して前記クラッ
チピストン４３と同軸に配置されるリング板部５１ａと、前記クラッチピストン４３の半
径方向に沿う前記第１のダンパスプリング４９の内方側を覆うように横断面円弧状に形成
されて前記リング板部５１ａの外周の周方向に等間隔をあけた４箇所に連設されるととも
に前記クラッチピストン４３の周方向に沿って長く形成されるスプリングカバー部５１ｂ
と、それらのスプリングカバー部５１ｂ相互間に配置されて前記リング板部５１ａの外周
に連設される第１ばね当接部５１ｃとを一体に有するように形成され、前記リング板部５
１ａが複数の第１のリベット５２で前記クラッチピストン４３に固定される。
【００３９】
　また第１ばね当接部５１ｃは、４個の前記第１のダンパスプリング４９相互間に配置さ
れており、前記ロックアップクラッチ４０が非接続状態にあるときに、第１ばね当接部５



(8) JP 6182192 B2 2017.8.16

10

20

30

40

50

１ｃは、その両側の第１のダンパスプリング４９の端部に当接する。
【００４０】
　前記スプリングホルダ４２は、前記トルク伝達経路４６の一部を構成する回転伝動部材
である第１および第２の保持板５４，５５で構成されるものであり、第１の保持板５４は
、前記タービンシェル２４の内周部とともに前記出力ハブ２９に複数の第３のリベット５
９で固定され、前記出力シャフト２７の軸線に沿う方向で第１の保持板５４との間に間隔
をあけた第２の保持板５５は、複数の第２のリベット５６で第１の保持板５４に相対回転
不能に連結される。
【００４１】
　また前記第２の保持板５５の周方向に等間隔をあけた複数箇所たとえば４箇所の外周に
は、前記第１のダンパスプリング４９を、前記リテーナ５１の第１ばね当接部５１ｃとの
間に挟むようにして収容凹部５０内に突入される第２ばね当接部５５ｂが一体に連設され
、前記リテーナ５１における前記スプリングカバー部５１ｂには、前記第２ばね当接部５
５ｂすなわち前記スプリングホルダ４２との間の制限された範囲での相対回転を許容する
ようにして前記第２ばね当接部５５ｂを挿通させる開口部６１が形成される。
【００４２】
　前記ロックアップクラッチ４０が接続状態となって前記クラッチピストン４３および前
記リテーナ５１が回転すると、前記第１ばね当接部５１ｃが、第１のダンパスプリング４
９を前記第２ばね当接部５５ｂとの間で圧縮し、第１のダンパスプリング４９から前記第
２ばね当接部５５ｂに連なるスプリングホルダ４２を経て前記出力ハブ２９に動力が伝達
される。すなわち前記クラッチピストン４３および前記出力ハブ２９間でトルク伝達経路
４６を介してトルクが機械的に伝達されることになり、前記トルク伝達経路４６が、前記
クラッチピストン４３、前記リテーナ５１、第１のダンパスプリング４９および前記スプ
リングホルダ４２で構成されることになる。
【００４３】
　前記トルク伝達経路４６には、ダイナミックダンパ機構６４が付設されるものであり、
このダイナミックダンパ機構６４は、前記トルク伝達経路４６の一部を構成する回転伝動
部材である第１および第２の保持板５４，５５すなわちスプリングホルダ４２と、慣性回
転体６５との間に、複数個たとえば６個の第２のダンパスプリング５３が介設されて成る
。
【００４４】
　前記慣性回転体６５の少なくとも一部（この実施の形態では一部）は、前記スプリング
ホルダ４２を構成する第１および第２の保持板５４，５５間に挟まれるとともに前記出力
ハブ２９に内周部が回転自在に支持される円板状の慣性プレート４１と、その慣性プレー
ト４１の外周に固定される付加重量部材６６とから成る。
【００４５】
　第１および第２の保持板５４，５５間には、前記慣性プレート４１の周方向に等間隔を
あけた複数箇所たとえば６箇所に設けられた長孔５８にそれぞれ挿通される円筒状のカラ
ー５７が介装され、それらのカラー５７を貫通する第２のリベット５６で第１および第２
の保持板５４，５５が連結される。すなわち前記慣性プレート４１は、前記長孔５８内を
前記カラー５７が移動するだけの制限された範囲で、前記スプリングホルダ４２に対して
相対回転することが可能である。
【００４６】
　図２を併せて参照して、第１の保持板５４の周方向に等間隔をあけた複数箇所たとえば
６箇所には、第２のダンパスプリング５３を保持するためのばね保持部５４ａが、第２の
ダンパスプリング５３の一部を外部に臨ませるようにして形成される。また第１の保持板
５４の前記ばね保持部５４ａに対応する部分で第２の保持板５５には、第２のダンパスプ
リング５３を保持するためのばね保持部５５ａが、第２のダンパスプリング５３の一部を
外部に臨ませるようにして形成される。
【００４７】
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　前記慣性プレート４１の前記ばね保持部５４ａ，５５ａに対応する部分には、前記第２
のスプリング５３の一部を収容するばね収容孔６０が、前記ロックアップクラッチ４０の
非接続状態では、前記慣性プレート４１の周方向に沿う前記ばね収容孔６０の両端部が前
記第２のダンパスプリング５３の両端部に当接するようにして形成される。
【００４８】
　前記慣性プレート４１は、その外周部が前記スプリングホルダ４２を構成する第１およ
び第２の保持板５４，５５よりも半径方向外方に突出するように形成されており、前記付
加重量部材６６が前記慣性プレート４１の外周部に固定される。
【００４９】
　前記付加重量部材６６は、第１の保持板５４の外周部に前記タービンランナ１２側から
間隔をあけて対向するリング板部６６ａと、そのリング板部６６ａの外周から前記慣性プ
レート４１の外周部側に延びる筒部６６ｂとを一体に有して、その横断面形状が略Ｌ字状
となるように形成されており、前記リング板部６６ａおよび前記慣性プレート４１間に介
在する大径部６７ａを有する複数の第４のリベット６７で、前記筒部６６ｂを前記慣性プ
レート４１に当接させるようにして前記慣性プレート４１の外周部に固定される。
【００５０】
　ところで車両用エンジンＥの燃費低減を図るために、低エンジン回転数で車両を走行さ
せる場合、車両用エンジンＥのトルク変動に起因するこもり音や振動等の抑制が課題とな
る。このような課題をダイナミックダンパ機構６４で解決するのであるが、ダイナミック
ダンパ機構６４の減衰率は一義的に定まるものであり、図３の破線で示すように、ロック
アップクラッチ４０の接続領域で最も低速回転側（８００～１５００ｒｐｍ）にダイナミ
ックダンパ機構６４の作動回転数を設定するのが一般的である。そうすると、大きな減衰
効果が得られるエンジン回転数領域が限定的となり、図３の点描で示す領域のように、減
衰効果が充分に得られない領域が生じる場合がある。
【００５１】
　そこでダイナミックダンパ機構６４のバネレートをエンジン回転数に応じて変化させる
ことで、図３の実線で示すように、幅広い回転数領域で減衰効果が得られるようにするこ
とが考えられ、本発明に従えば、前記ダイナミックダンパ機構６４の前記スプリングホル
ダ４２における第１の保持板５４および前記慣性回転体６５のいずれか一方に常時連結さ
れる弾性部材７０が、遠心力を受けて変形することを可能としつつ前記ダイナミックダン
パ機構６４に付加される。
【００５２】
　この実施の形態では、前記弾性部材７０は、第４のリベット６７を介して前記慣性回転
体６５に常時連結されるものであり、この弾性部材７０は、前記第２のダンパスプリング
５３でトルク変動を吸収し得る低速回転時には前記第１の保持板５４との間で弾発力を発
揮することはないものの、所定の回転数以上の高速回転時の遠心力による変形に応じて前
記第１の保持板５４および前記慣性回転体６５間で弾発力を発揮するようにして、前記慣
性回転体６５内に配置されつつ、前記第１の保持板５４および前記慣性回転体６５間に配
設される。
【００５３】
　前記第１の保持板５４の外周の周方向に等間隔をあけた複数箇所たとえば４箇所には、
前記慣性プレート４１および前記付加重量部材６６間に形成される環状凹部７１に突入す
るようにして半径方向外方に突出する突部５４ｂが一体に形成されており、前記弾性部材
７０は、第１の保持板５４の前記突部５４ｂおよび前記慣性回転体６５間で弾発力を発揮
することが可能である。
【００５４】
　前記弾性部材７０は、ダイナミックダンパ機構６４の回転軸線まわりで周方向に延びる
ようにして板ばねの曲げ加工で波形に形成されるものであり、この弾性部材７０の自然な
状態での前記周方向に沿う中央部に、前記慣性回転体６５における第４のリベット６７の
大径部６７ａが常時連結される。
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【００５５】
　図４を併せて参照して、前記突部５４ｂには、前記弾性部材７０の少なくとも一部（こ
の実施の形態では一部）を収容する収容部７２が、前記突部５４ｂの両面に開放した透孔
として形成され、前記収容部７２は、内側収容部分７２ａと、ダイナミックダンパ機構６
４の回転軸線を中心とする半径方向に沿う外側から前記内側収容部分７２ａに連なる外側
収容部分７２ｂとから成り、前記内側収容部分７２ａの前記周方向に沿う長さＬ１は、該
内側収容部分７２ａの前記周方向に沿う両端部が車両用エンジンＥの低速回転時に、図４
で明示するように、前記弾性部材７０の前記周方向に沿う両端部に接触することを回避す
るようにして自然な状態に在る前記弾性部材７０よりも前記周方向に長く設定される。
【００５６】
　また前記外側収容部分７２ｂの前記周方向に沿う長さＬ２は、当該外側収容部分７２ｂ
の前記周方向に沿う両端部が前記車両用エンジンＥの高速回転時に遠心力を受けて変形し
た前記弾性部材７０の前記周方向に沿う両端部に接触するようにして前記内側収容部分７
２ａよりも前記周方向に短く設定される。
【００５７】
　このような弾性部材７０の挙動について図５を参照しながら説明すると、車両用エンジ
ンＥの回転数が低く、前記第１の保持板５４および前記慣性回転体６５間の相対回転角が
小さく、弾性部材７０に作用する遠心力も小さい状態では、図５（ａ）で示すように、弾
性部材７０は収容部７２の内側収容部分７２ａに対応する位置にあり、第１の保持板５４
および前記弾性部材７０間にはトルク方向の遊び７３が生じており、弾性部材７０は第１
の保持板５４および前記慣性回転体６５間で非作動状態にある。
【００５８】
　車両用エンジンＥの回転数が増加し、前記第１の保持板５４および前記慣性回転体６５
間の相対回転角が大きくなっても、弾性部材７０に作用する遠心力がまだ小さい状態では
、図５（ｂ）で示すように、弾性部材７０は収容部７２の内側収容部分７２ａに対応する
位置にあり、第１の保持板５４および前記弾性部材７０間にはトルク方向の遊び７３が生
じたままであり、前記弾性部材７０は第１の保持板５４および前記慣性回転体６５間で非
作動状態にある。
【００５９】
　車両用エンジンＥの回転数増大に応じて、前記第１の保持板５４および前記慣性回転体
６５間の相対回転角が大きく、かつ弾性部材７０に作用する遠心力が大きくなると、図５
（ｃ）で示すように、前記弾性部材７０はその両端部が前記収容部７２の前記外側収容部
分７２ｂに入り込むように変形し、弾性部材７０が、第１の保持板５４および前記慣性回
転体６５間で弾発力を発揮するように作動することになる。すなわちダイナミックダンパ
機構６４に弾性部材７０のばね力が加わることになり、ダイナミックダンパ機構６４の共
振周波数が高回転側に変化する。その結果、図３の実線で示すように、弾性部材７０が作
動し始める作動回転数で減衰率が高くなる側に周波数特性が変化して減衰範囲が拡大する
ことになる。
【００６０】
　車両用エンジンＥの回転数増大に応じて、弾性部材７０に作用する遠心力がより大きく
なった状態では、図５（ｄ）で示すように、前記弾性部材７０の両端部は前記収容部７２
の前記外側収容部分７２ｂに収容された状態で第１の保持板５４の前記突部５４ｂに当接
するが、共振周波数よりも高回転側で相対回転角が減少していくダイナミックダンパ機構
６４の特性により、前記第１の保持板５４および前記慣性回転体６５間の相対回転角は小
さくなり、弾性部材７０に必要以上に大きな荷重が作用することはない。
【００６１】
　ところで常用回転域を８００～２５００ｒｐｍとした車両用エンジンＥのクランクシャ
フト２３およびミッション間に設けられるトルクコンバータの前記トルク伝達経路４６に
介設されたダイナミックダンパ機構６４の減衰率について、一般的な車両の振動モデルを
基準として計算すると、図６で示すような結果が得られた。ここで共振周波数を１０００
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ｒｐｍとして計算して得られた結果を図６の実線で示したときに、共振周波数を１０００
ｒｐｍとしたときの基準例に対してダイナミックダンパ機構６４のバネレートを２倍とし
たときには、図６の破線で示す結果が得られた。
【００６２】
　そこで低速回転時のバネレートが示す周波数特性を基準例とし、追加の弾性部材７０が
作動する高回転時のバネレートを低回転時の２倍に設定すると、弾性部材７０が付加され
たダイナミックダンパ機構６４では、図７の実線で示すような周波数特性が得られること
になる。すなわち弾性部材７０が作動する前は基準例の周波数特性に従い、追加の弾性部
材７０が作動した後の高回転域ではバネレートを２倍としたときの周波数特性に従うこと
になる。ここで弾性部材７０の作動回転数の最も有利な設定方法は、１つのダイナミック
ダンパ共振点の間にある交点であり、そのように作動回転数を設定すると、その作動回転
数の両側にダイナミックダンパの共振点があるので、より有利な作動回転数の範囲は、車
両用エンジンＥの常用回転域付近である８００～２０００ｒｐｍとなる。
【００６３】
　ところで低速回転時のバネレートが示す周波数特性を基準例とし、追加の弾性部材７０
が作動する高回転時のバネレートを低回転時の２倍、３倍、４倍および５倍に設定したと
きの周波数特性は、図８で示すように変化するものであり、バネレートを高く設定するこ
とでダイナミックダンパの共振周波数は高速側に変位することになるが、低速回転域で励
起される低周波振動は知覚され易く、しかもその振動による異音も聞こえ易い傾向にある
ので、バネレートを低速回転域（８００～１５００ｒｐｍ）に対応した値に設定して低速
回転域（８００～１５００ｒｐｍ）での低周波振動の発生を抑えることが望ましい。
【００６４】
　そこで低速回転域のダイナミックダンパの共振周波数を図８の基準例のように１０００
ｒｐｍに設定すると、車両用エンジンＥの常用回転域である８００～２５００ｒｐｍの範
囲でより広範囲に制振性能の向上を図るためには、弾性部材７０の作動による高回転域の
バネレートを３倍以上に設定することが望ましく、バネレートを３倍とすると図９の実線
で示すような周波数特性が得られることになる。但し高回転域のバネレートを低回転域の
５倍に設定すると、図９の点線で示すような周波数特性となり、追加の弾性部材７０が作
動を開始する回転数付近（図９の１２００～１７００付近）での制振性能が不足すること
になり、それを考慮すると、弾性部材７０を有する前記ダイナミックダンパ機構６４のバ
ネレートが、低速回転時に対する高速回転時の比を１よりも大きく４以下とするように設
定されることが望ましい。
【００６５】
　次にこの第１の実施の形態の作用について説明すると、車両用エンジンＥからのトルク
を伝達するトルク伝達経路４６に、当該トルク伝達経路４６の一部を構成する第１および
第２の保持板５４，５５で構成されるスプリングホルダ４２と、慣性回転体６５との間に
複数個の第２のダンパスプリング５３が介設されて成るダイナミックダンパ機構６５が付
設されており、前記スプリングホルダ４２および前記慣性回転体６５のいずれか一方であ
る前記弾性回転体６５に常時連結される弾性部材７０が、遠心力を受けて変形することを
可能としつつ前記ダイナミックダンパ機構６４に付加され、前記弾性部材７０は、第２の
ダンパスプリング５３でトルク変動を吸収し得る低速回転時には前記スプリングホルダ４
２および前記慣性回転体６５の他方である前記スプリングホルダ４２との間にトルク方向
の遊び７３が生じるものの所定の回転数以上の高速回転時の遠心力による変形に応じて前
記スプリングホルダ４２および前記慣性回転体６５間で弾発力を発揮するようにして、前
記スプリングホルダ４２および前記慣性回転体６５間に配設される。
【００６６】
　したがってダイナミックダンパ機構６４では、高速回転時には、第２のダンパスプリン
グ５３に弾性部材７０のばね力が加わることになり、ダイナミックダンパ機構６４の共振
周波数が高速回転側に変化することになり、ダイナミックダンパ機構６４のバネレートを
回転数に応じて変化させることができ、それを実現するにあたって弾性部材７０を付加す
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るのみであり、部品点数の増大を抑えた簡単な構造とすることができる。
【００６７】
　また前記弾性部材７０を有する前記ダイナミックダンパ機構６４のバネレートが、前記
低速回転時に対する前記高速回転時の比を１よりも大きく４以下とするように設定される
ので、車両用エンジンＥの常用回転域で広範囲に制振性能を高めることができる。すなわ
ち低速回転域で励起される低周波振動は知覚され易く、しかもその振動による異音も聞こ
え易い傾向にあるので、バネレートを低速回転域に対応した値に設定することで低速回転
域での低周波振動の発生を抑えつつ、車両予エンジンＥの常用回転域での広範囲かつ効果
的な制振性能を得ることができる。
【００６８】
　また前記弾性部材７０が、前記慣性回転体６５内に配置されるので、弾性部材７０の付
加によるダイナミックダンパ機構６４の大型化を回避することができる。
【００６９】
　本発明の第２の実施の形態について図１０～図１２を参照しながら説明するが、図１～
図９で示した第１の実施の形態に対応する部分には同一の参照符号を付して図示するのみ
とし、詳細な説明は省略する。
【００７０】
　ロックアップクラッチ４０が接続状態となったときに、車両用エンジンＥから伝動カバ
ー２０に伝わるトルクは、クラッチピストン４３およびスプリングホルダ７６を含むトル
ク伝達経路７８を経て出力ハブ２９に機械的に伝達されるものであり、このトルク伝達経
路７８にはダンパ機構４７が介設される。
【００７１】
　前記ダンパ機構４７は、回転軸線まわりに相対回転することが可能な前記クラッチピス
トン４３および前記スプリングホルダ７６間に、周方向に等間隔をあけて配置される複数
個たとえば４個の第１のダンパスプリング４９が介設されて成るものである。
【００７２】
  前記スプリングホルダ７６は、前記トルク伝達経路７８の一部を構成する回転伝動部材
である第１および第２の保持板８０，８１で構成されるものであり、第１の保持板８０は
、前記タービンシェル２４の内周部とともに出力ハブ２９に複数の第３のリベット５９で
固定され、前記出力シャフト２７の軸線に沿う方向で第１の保持板８０との間に間隔をあ
けた第２の保持板８１は、図示しない複数のリベットで第１の保持板８０に相対回転不能
に連結される。
【００７３】
　また前記第２の保持板８１の周方向に等間隔をあけた複数箇所たとえば４箇所の外周に
は、前記第１のダンパスプリング４９を、前記クラッチピストン４３に固定された前記リ
テーナ５１の第１ばね当接部５１ｃとの間に挟むようにして収容凹部５０内に突入される
第２ばね当接部８１ｃが一体に連設され、前記リテーナ５１における前記スプリングカバ
ー部５１ｂには、前記第２ばね当接部８１ｃすなわち前記スプリングホルダ７６との間の
制限された範囲での相対回転を許容するようにして前記第２ばね当接部８１ｃを挿通させ
る開口部６１が形成される。
【００７４】
　前記ロックアップクラッチ４０が接続状態となって前記クラッチピストン４３および前
記リテーナ５１が回転すると、前記第１ばね当接部５１ｃが、第１のダンパスプリング４
９を前記第２ばね当接部８１ｃとの間で圧縮し、第１のダンパスプリング４９から前記第
２ばね当接部８１ｃに連なるスプリングホルダ７６を経て前記出力ハブ２９に動力が伝達
される。すなわち前記クラッチピストン４３および前記出力ハブ２９間でトルク伝達経路
７８を介してトルクが機械的に伝達されることになり、前記トルク伝達経路７８が、前記
クラッチピストン４３、前記リテーナ５１、第１のダンパスプリング４９および前記スプ
リングホルダ７６で構成されることになる。
【００７５】
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　前記トルク伝達経路７８には、ダイナミックダンパ機構８４が付設される。このダイナ
ミックダンパ機構８４は、スプリングホルダ７６と、慣性回転体８５との間に、複数個た
とえば６個の第２のダンパスプリング５３が介設されて成る。
【００７６】
　前記慣性回転体８５は、前記スプリングホルダ７６を構成する第１および第２の保持板
８０，８１間に少なくとも一部（この実施の形態では一部）が挟まれるとともに前記出力
ハブ２９に内周部が回転自在に支持される円板状の慣性プレート７７と、その慣性プレー
ト７７の外周に複数の第５のリベット８７で固定される付加重量部材８６とから成る。
【００７７】
　第１の保持板８０の周方向に等間隔をあけた複数箇所たとえば６箇所には、第２のダン
パスプリング５３を保持するためのばね保持部８０ａが、第２のダンパスプリング５３の
一部を外部に臨ませるようにして形成される。また第１の保持板８０の前記ばね保持部８
０ａに対応する部分で第２の保持板８１には、第２のダンパスプリング５３を保持するた
めのばね保持部８１ａが、第２のダンパスプリング５３の一部を外部に臨ませるようにし
て形成される。
【００７８】
　前記慣性プレート７７の前記ばね保持部８０ａ，８１ａに対応する部分には、前記第２
のダンパスプリング５３の一部を収容するばね収容孔８２が、前記ロックアップクラッチ
４０の非接続状態では、前記慣性プレート７７の周方向に沿う前記ばね収容孔８２の両端
部が前記第２のダンパスプリング５３の両端部に当接するようにして形成される。
【００７９】
　前記慣性プレート７７は、その外周部が前記スプリングホルダ７６を構成する第１およ
び第２の保持板８０，８１よりも半径方向外方に突出するように形成されており、前記付
加重量部材８６が前記慣性プレート７７の外周部に固定される。
【００８０】
　前記ダイナミックダンパ機構８４の前記スプリングホルダ７６における第１の保持板８
０および前記慣性回転体８５のいずれか一方に常時連結される弾性部材８８が、遠心力を
受けて変形することを可能としつつ前記ダイナミックダンパ機構８４に付加される。
【００８１】
　前記弾性部材８８は、前記慣性回転体８５の一部を構成する前記慣性プレート７７に常
時連結されるものであり、この弾性部材８８は、前記第２のダンパスプリング５３でトル
ク変動を吸収し得る低速回転時には前記第１および第２の保持板８０，８１から成るスプ
リングホルダ７６との間で弾発力を発揮することはないものの、所定の回転数以上の高速
回転時の遠心力による変形に応じて前記スプリングホルダ７６および前記慣性回転体８５
間で弾発力を発揮するようにして、前記スプリングホルダ７６内に配置されつつ、前記ス
プリングホルダ７６および前記慣性回転体８５間に配設される。
【００８２】
　前記慣性プレート７７において、第２のダンパスプリング５３よりも半径方向外方、か
つ付加重量部材８６を固定するための第５のリベット８７よりも半径方向内方に位置する
部分の周方向に等間隔をあけた複数箇所には、前記慣性プレート７７の周方向に沿って長
いばね収容孔８９が形成される。
【００８３】
　前記弾性部材８８は、ダイナミックダンパ機構８４の回転軸線まわりで周方向に延びる
ようにして板ばねの曲げ加工で波形に形成され、前記ばね収容孔８９の長手方向両端部に
自然な状態に在る前記弾性部材８８の両端部が当接するようにして前記ばね収容孔８９に
収容されるものであり、この弾性部材８８の自然な状態での前記周方向に沿う中央部に、
前記ばね収容孔８９の前記周方向に沿う中央部から前記ばね収容孔８９内に突出するよう
にして前記慣性プレート７７に一体に突設される突部７７ａが連結される。
【００８４】
　一方、前記慣性プレート７７の両側に配置される第１および第２の保持板８０，８１に
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は、前記弾性部材８８の一部を収容する収容部９２が、それらの保持板８０，８１の両面
に開放した透孔としてそれぞれ形成され、その収容部９２に対応する部分で第１および第
２の保持板８０，８１には、前記弾性部材８８を保持するためのばね保持部８０ｂ，８１
ｂが、前記弾性部材８８の一部を外部に臨ませるようにして形成される。
【００８５】
　前記収容部９２は、内側収容部分９２ａと、ダイナミックダンパ機構８４の回転軸線を
中心とする半径方向に沿う外側から前記内側収容部分９２ａに連なる外側収容部分９２ｂ
とから成る。前記内側収容部分９２ａの前記周方向に沿う長さＬ３は、当該内側収容部分
９２ａの前記周方向に沿う両端部が車両用エンジンＥの低速回転時に、図１２（ａ）で明
示するように、前記弾性部材８８の前記周方向に沿う両端部に接触することを回避するよ
うにして自然な状態に在る前記弾性部材８８よりも前記周方向に長く設定される。また前
記外側収容部分９２ｂの前記周方向に沿う長さＬ４は、当該外側収容部分９２ｂの前記周
方向に沿う両端部が前記車両用エンジンＥの高速回転時に遠心力を受けて変形した前記弾
性部材８８の前記周方向に沿う両端部に接触するようにして前記内側収容部分９２ａより
も前記周方向に短く設定される。
【００８６】
　このような弾性部材８８および前記収容部９２によれば、車両用エンジンＥの回転数が
低く、弾性部材８８に作用する遠心力も小さい状態では、図１２（ａ）で示すように、弾
性部材８８は収容部９２の内側収容部分９２ａに対応する位置にあり、第１および第２の
保持板８０，８１と、前記弾性部材８８との間にはトルク方向の遊び９３が生じており、
弾性部材８８は、第１および第２の保持板８０，８１と、前記慣性回転体８５との間で非
作動状態にある。
【００８７】
　車両用エンジンＥの回転数が増加し、弾性部材８８に作用する遠心力が大きくなると、
図１２（ｂ）で示すように、前記弾性部材８８はその両端部が前記収容部９２の前記外側
収容部分９２ｂに入り込むように変形し、弾性部材８８が、第１および第２の保持板８０
，８１と、前記弾性部材８８間で弾発力を発揮するように作動することになる。すなわち
ダイナミックダンパ機構８４に弾性部材８８のばね力が加わることになる。
【００８８】
　しかも弾性部材８８を有するダイナミックダンパ機構８４の高速回転時のバネレートは
、上述の第１の実施の形態と同様に、低速回転時に対する高速回転時の比を１よりも大き
く４以下とするように設定されることが望ましい。
【００８９】
　この第２の実施の形態によれば、上述の第１の実施の形態と同様の効果を奏することが
でき、しかも弾性部材８８がスプリングホルダ７６内に配置されるので、弾性部材８８の
付加によるダイナミックダンパ機構８４の大型化を回避することができる。
【００９０】
　本発明の第３の実施の形態について図１３～図１５を参照しながら説明するが、図１～
図９で示した第１の実施の形態ならびに図１０～図１２で示した第２の実施の形態に対応
する部分には同一の参照符号を付して図示するのみとし、詳細な説明は省略する。
【００９１】
　ロックアップクラッチ４０が接続状態となったときに、車両用エンジンＥから伝動カバ
ー２０に伝わるトルクは、クラッチピストン４３およびスプリングホルダ９６を含むトル
ク伝達経路９８を経て出力ハブ２９に機械的に伝達されるものであり、このトルク伝達経
路９８にはダンパ機構４７が介設される。
【００９２】
　前記ダンパ機構４７は、回転軸線まわりに相対回転することが可能な前記クラッチピス
トン４３および前記スプリングホルダ９６間に、周方向に等間隔をあけて配置される複数
個たとえば４個の第１のダンパスプリング４９が介設されて成るものである。
【００９３】
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　前記スプリングホルダ９６は、前記トルク伝達経路９８の一部を構成する回転伝動部材
である第１および第２の保持板１００，１０１で構成されるものであり、第１の保持板１
００は、前記タービンシェル２４の内周部とともに出力ハブ２９に複数の第３のリベット
５９で固定され、前記出力シャフト２７の軸線に沿う方向で第１の保持板１００との間に
間隔をあけた第２の保持板１０１は、複数の第２のリベット５６で第１の保持板１００に
相対回転不能に連結される。
【００９４】
　前記第２の保持板１０１の周方向に等間隔をあけた複数箇所たとえば４箇所の外周には
、前記第１のダンパスプリング４９を、前記クラッチピストン４３に固定されたリテーナ
５１の第１ばね当接部５１ｃとの間に挟むようにして収容凹部５０内に突入される第２ば
ね当接部１０１ｂが一体に連設され、前記リテーナ５１におけるスプリングカバー部５１
ｂには、前記第２ばね当接部１０１ｂすなわち前記スプリングホルダ９６との間の制限さ
れた範囲での相対回転を許容するようにして前記第２ばね当接部１０１ｂを挿通させる開
口部６１が形成される。
【００９５】
　前記ロックアップクラッチ４０が接続状態となって前記クラッチピストン４３および前
記リテーナ５１が回転すると、前記第１ばね当接部５１ｃが、第１のダンパスプリング４
９を前記第２ばね当接部１０１ｂとの間で圧縮し、第１のダンパスプリング４９から前記
第２ばね当接部１０１ｂに連なるスプリングホルダ９６を経て前記出力ハブ２９に動力が
伝達される。すなわち前記クラッチピストン４３および前記出力ハブ２９間でトルク伝達
経路９８を介してトルクが機械的に伝達されることになり、前記トルク伝達経路９８が、
前記クラッチピストン４３、前記リテーナ５１、第１のダンパスプリング４９および前記
スプリングホルダ９６で構成されることになる。
【００９６】
　前記トルク伝達経路９８には、ダイナミックダンパ機構１０４が付設される。このダイ
ナミックダンパ機構１０４は、前記トルク伝達経路９８の一部を構成する回転伝動部材で
ある第１および第２の保持板１００，１０１すなわち前記スプリングホルダ９６と、慣性
回転体１０５との間に複数個たとえば４個の第２のダンパスプリング５３が介設されて成
る。
【００９７】
　前記慣性回転体１０５は、前記スプリングホルダ９６を構成する第１および第２の保持
板１００，１０１間に少なくとも一部（この実施の形態では一部）が挟まれるとともに前
記出力ハブ２９に内周部が回転自在に支持される慣性プレート９７と、その慣性プレート
９７の外周に固定される付加重量部材６６とから成る。
【００９８】
　第１および第２の保持板１００，１０１間には、前記慣性プレート９７の周方向に等間
隔をあけた複数箇所たとえば６箇所に設けられた長孔５８にそれぞれ挿通される円筒状の
カラー５７が介装される。すなわち前記スプリングホルダ９６は、前記長孔５８内を前記
カラー５７が移動するだけの制限された範囲で、前記慣性プレート９７に対して相対回転
することが可能である。
【００９９】
　第１の保持板１００の周方向に等間隔をあけた複数箇所たとえば４箇所には、第２のダ
ンパスプリング５３を保持するためのばね保持部１００ａが、第２のダンパスプリング５
３の一部を外部に臨ませるようにして形成される。また第１の保持板１００の前記ばね保
持部１００ａに対応する部分で第２の保持板１０１には、第２のダンパスプリング５３を
保持するためのばね保持部１０１ａが、第２のダンパスプリング５３の一部を外部に臨ま
せるようにして形成される。
【０１００】
　前記慣性プレート９７は、その外周部が前記スプリングホルダ９６を構成する第１およ
び第２の保持板１００，１０１よりも半径方向外方に突出するように形成されており、前
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記付加重量部材６６が前記慣性プレート９７の外周部に固定される。
【０１０１】
　前記慣性プレート９７の前記ばね保持部１００ａ，１０１ａに対応する部分には、前記
第２のスプリング５３の一部を収容するばね収容孔（図示せず）が形成されており、この
ばね収容孔は、前記ロックアップクラッチ４０の非接続状態では、前記慣性プレート９７
の周方向に沿う前記ばね収容孔の両端部が前記第２のダンパスプリング５３の両端部に当
接するようにして形成される。
【０１０２】
　前記ダイナミックダンパ機構１０４には、少なくとも２種類の弾性部材が、前記ダイナ
ミックダンパ機構１０４のバネレートを少なくとも２つ以上の異なる回転数で変化させる
ようにして付加されるものであり、この第３の実施の形態では、弾性部材７０および弾性
部材８８がダイナミックダンパ機構１０４に付加される。
【０１０３】
　前記弾性部材７０は、第１の実施の形態と同様にして、第４のリベット６７を介して前
記慣性体１０５に常時連結されるものであり、前記慣性回転体１０５内に配置されつつ、
前記第１の保持板１００および前記慣性回転体１０５間に配設される。
【０１０４】
　また前記弾性部材８８は、第２の実施の形態と同様にして、前記弾性回転体１０５の一
部を構成する前記慣性プレート９７に常時連結されるものであり、前記スプリングホルダ
９６内に配置されつつ、前記スプリングホルダ９６および前記慣性回転体１０５間に配設
される。
【０１０５】
　上述のように弾性部材７０，８８が付加されることで、ダイナミックダンパ機構１０４
は、図１５で示すような周波数特性を示すことになる。すなわち弾性部材７０，８８の一
方が、その作動によって低速回転時に比べてばねレートを２倍とするものであるときには
、たとえば１１００ｒｐｍの作動回転数で作動することでたとえば１３５０ｒｐｍ付近で
ダイナミックダンパ共振点Ｐが生じ、弾性部材７０，８８の他方が、その作動によって低
速回転時に比べてばねレートを４倍とするものであるときには、たとえば１５００ｒｐｍ
の作動回転数で作動することでたとえば１９００ｒｐｍ付近でダイナミックダンパ共振点
Ｑが生じることになる。
【０１０６】
　この第３の実施の形態によれば、上述の第１および第２の実施の形態による効果に加え
て、２種類の弾性部材７０，８８がダイナミックダンパ機構１０４に付加され、それらの
弾性部材７０，８８により、ダイナミックダンパ機構１０４のバネレートを２つの異なる
回転数で変化させるので、車両用エンジンＥの乗用回転域でのより効果的な制振性能を得
ることができる。
【０１０７】
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明は上記実施の形態に限定される
ものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明を逸脱することなく種々の設計変更を
行うことが可能である。
【符号の説明】
【０１０８】
４６，７８，９８・・・トルク伝達経路
５３・・・ダンパスプリング
５４，５５，８０，８１，１００，１０１・・・回転伝動部材としての保持板
６４，８４，１０４・・・ダイナミックダンパ機構
６５，８５，１０５・・・慣性回転体
７０，８８・・・弾性部材
７２，９２・・・収容部
７２ａ，９２ａ・・・内側収容部分
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７２ｂ，９２ｂ・・・外側収容部分
７３，９３・・・遊び
７６・・・スプリングホルダ
Ｅ・・・車両用エンジン
Ｌ１，Ｌ３・・・内側収容部分の周方向に沿う長さ
Ｌ２，Ｌ４・・・外側収容部分の周方向に沿う長さ

【図１】 【図２】



(18) JP 6182192 B2 2017.8.16

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】



(19) JP 6182192 B2 2017.8.16

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】 【図１２】



(20) JP 6182192 B2 2017.8.16

【図１３】 【図１４】

【図１５】



(21) JP 6182192 B2 2017.8.16

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｆ１６Ｆ    1/18     　　　Ｚ        　　　　　

(72)発明者  工藤　淳
            静岡県浜松市東区豊町５０８番地の１　株式会社ユタカ技研内
(72)発明者  尾梶　智哉
            埼玉県和光市中央１丁目４番１号　株式会社本田技術研究所内

    審査官  前田　浩

(56)参考文献  特開２０１５－９４４２３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平７－１５１２０７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｆ１６Ｈ　　４５／０２
              Ｆ１６Ｈ　　４１／２４
              Ｆ１６Ｆ　　１５／１３４
              Ｆ１６Ｆ　　１５／１４
              Ｆ１６Ｆ　　　１／１８


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

