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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エンジン側の部材に連結されるフロントカバーとトルクコンバータのタービンとの間に
配置されたロックアップ装置であって、
　前記フロントカバーからトルクが入力されるクラッチ部と、
　前記クラッチ部からトルクが入力される入力側プレートと、
　前記入力側プレートと相対回転自在であり、前記タービンに連結された出力側プレート
と、
　前記入力側プレートと前記出力側プレートとを回転方向に弾性的に連結するダンパ部と
、
　前記出力側プレートの外周部に設けられ、回転速度変動を減衰するダイナミックダンパ
装置と、
を備え、
　前記出力側プレートは、軸方向に対向して配置され互いに連結された第１プレート及び
第２プレートを有し、
　前記入力側プレートは、前記第１プレートと前記第２プレートとの軸方向間に配置され
ている、
トルクコンバータのロックアップ装置。
【請求項２】
　前記ダイナミックダンパ装置はトルクコンバータのトーラス中心より外周側に配置され
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ている、請求項１に記載のトルクコンバータのロックアップ装置。
【請求項３】
　前記ダイナミックダンパ装置は、
　前記出力側プレートの外周部を軸方向において挟むように、かつ前記出力側プレートと
相対回転自在に配置され、互いに相対回転不能に連結された第１イナーシャリング及び第
２イナーシャリングと、
　前記出力側プレートと前記第１及び第２イナーシャリングとを回転方向に弾性的に連結
する複数の弾性部材と、
を有している、
請求項１又は２に記載のトルクコンバータのロックアップ装置。
【請求項４】
　前記第１及び第２イナーシャリングは前記弾性部材を収容する窓部を有し、
　前記窓部は、前記弾性部材の回転方向の両端に当接する端面と、前記弾性部材の軸方向
の移動を規制する規制部と、を有している、
請求項３に記載のトルクコンバータのロックアップ装置。
【請求項５】
　前記弾性部材は円弧状のコイルスプリングである、請求項３又は４に記載のトルクコン
バータのロックアップ装置。
【請求項６】
　前記弾性部材は、前記トルクコンバータのトーラスの中心より外周側で、かつ軸方向に
おいて前記トーラスと重なる位置に配置されている、請求項３から５のいずれかに記載の
トルクコンバータのロックアップ装置。
【請求項７】
　前記ダンパ部は、
　前記フロントカバーからのトルクが入力される複数の外周側トーションスプリングを有
する外周側ダンパ部と、
　前記外周側ダンパ部の内周側に配置され、前記出力側プレートにトルクを伝達する複数
の内周側トーションスプリングを有する内周側ダンパ部と、
を有し、
　前記入力側プレートは、環状に形成されており、外周部に前記外周側トーションスプリ
ングに係合する複数の外周側係合部を有し、内周部に前記内周側トーションスプリングに
係合する内周側係合部を有する、
請求項１から６のいずれかに記載のトルクコンバータのロックアップ装置。
【請求項８】
　前記外周側トーションスプリング及び内周側トーションスプリングの少なくとも一方は
、円弧状のコイルスプリングである、請求項７に記載のトルクコンバータのロックアップ
装置。
【請求項９】
　前記フロントカバーに固定されるとともに一部が前記外周側トーションスプリングに係
合し、前記フロントカバーからのトルクを前記外周側トーションスプリングに伝達するド
ライブプレートをさらに備えた、請求項７又は８に記載のトルクコンバータのロックアッ
プ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ロックアップ装置、特に、エンジン側の部材に連結されるフロントカバーと
トルクコンバータのタービンとの間に配置されたトルクコンバータのロックアップ装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
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　トルクコンバータにおいては、燃費低減のためにロックアップ装置が設けられている。
ロックアップ装置は、タービンとフロントカバーとの間に配置されており、フロントカバ
ーとタービンとを機械的に連結して両者の間でトルクを直接伝達するものである。
【０００３】
　ロックアップ装置は、一般に、ピストンと、複数のトーションスプリングを有するダン
パ機構と、を有している。ピストンは、油圧の作用によってフロントカバーに押し付けら
れ、フロントカバーからトルクが伝達される。そして、ピストンは、複数のトーションス
プリングによって、タービンに連結された出力側の部材に弾性的に連結されている。この
ようなロックアップ装置では、ピストンに伝達されたトルクは、複数のトーションスプリ
ングを介して出力側の部材に伝達され、さらにタービンに伝達される。
【０００４】
　また、特許文献１のロックアップ装置では、イナーシャ部材を含むダイナミックダンパ
装置を設けることによって、エンジンの回転変動を抑えるようにしている。この特許文献
１のダイナミックダンパ装置は、タービンシェルにプレートが固定されており、このプレ
ートに相対回転可能にイナーシャ部材が装着されている。また、プレートとイナーシャ部
材との間にはコイルスプリングが設けられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第５５５５７８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１のダイナミックダンパ装置では、ダイナミックダンパ装置をタービンシェル
に溶接して固定している。このため、製造工程が多く、煩雑である。また、ダイナミック
ダンパ装置を構成するための部材の数も増え、コスト削減の妨げになる。
【０００７】
　本発明の課題は、簡単な構成で、かつ製造コストを抑えることができるダイナミックダ
ンパ装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一側面に係るトルクコンバータのロックアップ装置は、エンジン側の部材に連
結されるフロントカバーとトルクコンバータのタービンとの間に配置されている。このロ
ックアップ装置は、クラッチ部と、入力側プレートと、出力側プレートと、ダンパ部と、
ダイナミックダンパ装置と、を備えている。クラッチ部はフロントカバーからトルクが入
力される。入力側プレートはクラッチ部からトルクが入力される。出力側プレートは、入
力側プレートと相対回転自在であり、タービンに連結されている。ダンパ部は、入力側プ
レートと出力側プレートとを回転方向に弾性的に連結する。ダイナミックダンパ装置は、
出力側プレートの外周部に設けられ、回転速度変動を減衰する。
【０００９】
　この装置では、フロントカバーから入力されたトルクは、クラッチ部を介して入力側プ
レートに入力され、ダンパ部及び出力側プレートを介してタービンに出力される。出力側
プレートの外周部にはダイナミックダンパ装置が設けられており、このダイナミックダン
パ装置によって回転速度変動を抑えることができる。
【００１０】
　ここでは、出力側プレートの外周部にダイナミックダンパ装置を設けているので、ター
ビンシェルに溶接する等の作業が不要になる。したがって、構成及び製造工程が簡単にな
る。また、従来装置のように、タービンシェルに固定された別部材としてのプレートが不
要になり、コストを抑えることができる。
【００１１】
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　本発明の別の側面に係るトルクコンバータのロックアップ装置では、出力側プレートは
、軸方向に対向して配置され互いに連結された第１プレート及び第２プレートを有してい
る。入力側プレートは、第１プレートと第２プレートとの軸方向間に配置されている。
【００１２】
　本発明のさらに別の側面に係るトルクコンバータのロックアップ装置では、ダイナミッ
クダンパ装置はトルクコンバータのトーラス中心より外周側に配置されている。
【００１３】
　トルクコンバータの外周側には、一般的に比較的広い空間が形成されている。そこで、
この空間にダイナミックダンパ装置を配置することによって、装置全体の軸方向寸法を短
縮することができる。
【００１４】
　本発明のさらに別の側面に係るトルクコンバータのロックアップ装置では、ダイナミッ
クダンパ装置は、第１イナーシャリング及び第２イナーシャリングと、複数の弾性部材と
、を有している。第１イナーシャリング及び第２イナーシャリングは、出力側プレートの
外周部を軸方向において挟むように、かつ出力側プレートと相対回転自在に配置され、互
いに相対回転不能に連結されている。複数の弾性部材は、出力側プレートと第１及び第２
イナーシャリングとを回転方向に弾性的に連結する。
【００１５】
　ここでは、出力側プレートの外周部をダイナミックダンパ装置の一部として利用してい
るので、前述のように、従来装置のような別部材としてのプレートが不要になる。
【００１６】
　本発明のさらに別の側面に係るトルクコンバータのロックアップ装置では、第１及び第
２イナーシャリングは弾性部材を収容する窓部を有している。窓部は、弾性部材の回転方
向の両端に当接する端面と、弾性部材の軸方向の移動を規制する規制部と、を有している
。
【００１７】
　ここでは、第１及び第２イナーシャリングの窓部に弾性部材が収容されている。そして
、窓部の端面に、弾性部材の端面が当接している。また、窓部の規制部によって、弾性部
材の軸方向の移動が規制されている。
【００１８】
　本発明のさらに別の側面に係るトルクコンバータのロックアップ装置では、弾性部材は
円弧状のコイルスプリングである。
【００１９】
　ここでは、ダイナミックダンパ装置の弾性部材は円弧状のコイルスプリング（いわゆる
アークスプリング）である。このため、比較的低い回転数域においてヒステリシストルク
を発生することができ、低い回転数域においても回転速度変動を効果的に抑えることがで
きる。
【００２０】
　本発明のさらに別の側面に係るトルクコンバータのロックアップ装置では、弾性部材は
、トルクコンバータのトーラスより外周側で、かつ軸方向においてトーラスと重なる位置
に配置されている。
【００２１】
　この装置では、ダイナミックダンパ装置の弾性部材がトルクコンバータのトーラスより
外周側の空間に配置されており、しかも軸方向においてトーラスと重なる位置に配置され
ている。このため、装置全体の軸方向寸法を短縮することができる。
【００２２】
　本発明のさらに別の側面に係るトルクコンバータのロックアップ装置では、ダンパ部は
、外周側ダンパ部と、内周側ダンパ部と、を有している。外周側ダンパ部は、フロントカ
バーからのトルクが入力される複数の外周側トーションスプリングを有する。内周側ダン
パ部は、外周側ダンパ部の内周側に配置され、出力側プレートにトルクを伝達する複数の
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内周側トーションスプリングを有する。また、入力側プレートは、環状に形成されており
、外周部に外周側トーションスプリングに係合する複数の外周側係合部を有し、内周部に
内周側トーションスプリングに係合する内周側係合部を有する。
【００２３】
　本発明のさらに別の側面に係るトルクコンバータのロックアップ装置では、外周側トー
ションスプリング及び内周側トーションスプリングの少なくとも一方は、円弧状のコイル
スプリングである。
【００２４】
　ここでは、外周側トーションスプリング及び内周側トーションスプリングの少なくとも
一方が円弧状に形成されているので、捩じり特性の低剛性化及び捩じり角度の広角度化が
実現できる。
【００２５】
　本発明のさらに別の側面に係るトルクコンバータのロックアップ装置では、フロントカ
バーに固定されるとともに一部が外周側トーションスプリングに係合し、フロントカバー
からのトルクを外周側トーションスプリングに伝達するドライブプレートをさらに備えて
いる。
【発明の効果】
【００２６】
　以上のように、本発明では、ロックアップ装置のダイナミックダンパ装置を、簡単な構
成で、かつ製造コストを抑えて実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の一実施形態によるトルクコンバータの断面構成図。
【図２】図１のロックアップ装置を抽出して示す図。
【図３】ストッパ機構の断面構成図。
【図４】図１のダイナミックダンパ装置を抽出して示す図。
【図５】ダイナミックダンパ装置の正面部分図。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　［全体構成］
　図１に本発明の一実施形態によるトルクコンバータ１を示している。図１の左側にはエ
ンジンが配置され、図１の右側にはトルクコンバータ及びトランスミッションが配置され
ている。図１に示すＯ－Ｏがトルクコンバータの回転軸である。
【００２９】
　トルクコンバータ１は、エンジン側のクランクシャフト（図示せず）からトランスミッ
ションの入力シャフトにトルクを伝達するための装置である。トルクコンバータ１は、エ
ンジン側の部材に固定されるフロントカバー２と、３種の羽根車（インペラ３、タービン
４、ステータ５）からなるトルクコンバータ本体６と、ロックアップ装置７と、から構成
されている。
【００３０】
　フロントカバー２は、円板状の部材であり、その外周部にはトランスミッション側に突
出する外周筒状部１０が形成されている。インペラ３は、フロントカバー２の外周筒状部
１０に溶接により固定されたインペラシェル３ａと、インペラシェル３ａの内側に固定さ
れた複数のインペラブレード３ｂと、複数のインペラブレード３ｂを支持するコア３ｃと
、を有している。また、インペラ３は、インペラシェル３ａの内周側に設けられたインペ
ラハブ１２を有している。
【００３１】
　タービン４は流体室内でインペラ３に対向して配置されている。タービン４は、タービ
ンシェル４ａと、タービンシェル４ａの内側に固定された複数のタービンブレード４ｂと
、複数のタービンブレード４ｂを支持するコア４ｃと、を有している。また、タービン４
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は、タービンシェル４ａの内周側に固定されたタービンハブ１３を有している。タービン
ハブ１３は、外周側に延びるフランジ１３ａと、エンジン側に延びる筒状部１３ｂと、を
有している。タービンハブ１３のフランジ１３ａに、タービンシェル４ａの内周部が複数
のリベット１４によって固定されている。また、タービンハブ１３の内周部には、図示し
ないトランスミッションの入力シャフトがスプライン係合している。
【００３２】
　ステータ５は、インペラ３とタービン４の内周部間に配置され、タービン４からインペ
ラ３へと戻る作動油を整流するための機構である。ステータ５は主に、ステータキャリア
５ａと、その外周面に設けられた複数のステータブレード５ｂと、ステータブレード５ｂ
の外周部に形成されたコア５ｃと、を有している。ステータキャリア５ａは、ワンウエイ
クラッチ１５を介して固定シャフト（図示せず）に支持されている。
【００３３】
　なお、図１では、トーラスの中心を符号「Ｃ」で示している。このトーラスの中心Ｃは
、インペラ３、タービン４、及びステータ５の各コア３ｃ，４ｃ，５ｃで囲まれる空間の
中心である。
【００３４】
　［ロックアップ装置７の全体構成］
　図２に、図１のロックアップ装置７を抽出して示している。ロックアップ装置７は、フ
ロントカバー２とタービン４との間の空間に配置されている。ロックアップ装置７は、ピ
ストン２０と、ドライブプレート２１と、複数の外周側トーションスプリング（外周側ダ
ンパ部）２２と、ドリブンプレート（１対の出力側プレート）２３と、複数の内周側トー
ションスプリング（内周側ダンパ部）２４と、中間部材２５（入力側プレート）と、ダイ
ナミックダンパ装置２６と、を有している。
【００３５】
　［ピストン２０］
　ピストン２０は、円板状のプレートであり、フロントカバー２のトランスミッション側
に配置されている。ピストン２０の内周端には、トランスミッション側に延びる筒状部２
０ａが形成されている。ピストン２０の筒状部２０ａは、タービンハブ１３の筒状部１３
ｂの外周面に軸方向移動自在及び相対回転自在に支持されている。また、ピストン２０の
外周部には平坦部２０ｂが形成されている。平坦部２０ｂのフロントカバー２側の面には
、環状の摩擦材２８が固定されている。この摩擦材２８がフロントカバー２に押し付けら
れることによって、フロントカバー２からピストン２０にトルクが伝達される。すなわち
、ピストン２０と摩擦材２８とによってクラッチ部が構成されている。
【００３６】
　［ドライブプレート２１］
　ドライブプレート２１は、ピストン２０の外周部において、トランスミッション側の側
面に固定されている。具体的には、ドライブプレート２１は、円板状に形成されており、
内周部２１ａがピストン２０のトランスミッション側の面にリベット３０により固定され
ている。
【００３７】
　図２に示すように、ドライブプレート２１の外周部には複数の係合部２１ｂが形成され
ている。係合部２１ｂは、ドライブプレート２１の中間部をトランスミッション側にプレ
ス加工した部分と、外周端部をトランスミッション側でかつ内周側に折り曲げ加工した部
分と、を有している。係合部２１ｂは外周側トーションスプリング２２の円周方向の両端
に係合している。
【００３８】
　なお、ドライブプレート２１において、係合部２１ｂが形成された部分以外の部分には
、スプリング支持部２１ｃが形成されている。スプリング支持部２１ｃは、ドライブプレ
ート２１の外周部及び径方向中間部をトランスミッション側に折り曲げて形成されており
、外周側トーションスプリング２２の外周側及び内周側を支持している。
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【００３９】
　外周側トーションスプリング２２の内周側を支持するスプリング支持部２１ｃの一部に
は、複数のストッパ用の当接部２１ｄが形成されている。当接部２１ｄは、スプリング支
持部２１ｃの一部を内周側に折り曲げて形成されたものである。
【００４０】
　［外周側トーションスプリング２２］
　複数の外周側トーションスプリング２２のそれぞれは、円弧状に形成されたアークスプ
リングである。より詳細には、外周側トーションスプリング２２は、このロックアップ装
置７に組み込まれていない自由状態で、円弧状を維持する形状である。
【００４１】
　ここで、外周側トーションスプリング２２はアークスプリングであるので、外周側トー
ションスプリング２２が作動する際に、ドライブプレート２１の外周側のスプリング支持
部２１ｃと外周側トーションスプリング２２とが比較的強く接触する。したがって、外周
側トーションスプリング２２とドライブプレート２１との間に生じるヒステリシストルク
は比較的大きくなる。
【００４２】
　［ドリブンプレート２３］
　ドリブンプレート２３は、エンジン側に配置された第１プレート３２と、トランスミッ
ション側に配置された第２プレート３３と、を有している。第１プレート３２及び第２プ
レート３３は円板状に形成されている。
【００４３】
　第１プレート３２の内周部と第２プレート３３の内周部とは、タービンハブ１３のフラ
ンジ１３ａにリベット１４により固定されている。また、両プレート３２，３３の外周部
は、ストップピン３５によって、軸方向に所定の間隔をあけて固定されている。すなわち
、第１プレート３２及び第２プレート３３は、互いに固定された内周部以外は、軸方向に
隙間をあけて対向して配置されている。ここでは、両プレート３２，３３は、タービンハ
ブ１３に対して相対回転不能で、かつ軸方向に移動不能である。
【００４４】
　第１プレート３２及び第２プレート３３の径方向中間部には、窓部３２ａ，３３ａが形
成されている。窓部３２ａ，３３ａの外周縁及び内周縁は、軸方向外側に切り起こされて
いる。この窓部３２ａ，３３ａによって、内周側トーションスプリング２４の軸方向及び
径方向の移動が規制されている。
【００４５】
　［内周側トーションスプリング２４及び中間部材２５］
　中間部材２５は、ドライブプレート２１とタービン４との軸方向間で、かつ第１プレー
ト３２と第２プレート３３との軸方向間に配置されている。中間部材２５は、ドライブプ
レート２１及び外周側トーションスプリング２２を介してフロントカバー２からトルクが
入力される。中間部材２５は、ドライブプレート２１及びドリブンプレート２３に対して
相対回転自在である。
【００４６】
　中間部材２５は、環状かつプレート状の部材であり、複数の外周側係合部２５ａと、複
数の長孔２５ｂと、スプリング収容用の複数の開口（内周側係合部）２５ｃと、を有して
いる。
【００４７】
　外周側係合部２５ａは、中間部材２５の外周端部に円周方向に所定の間隔で設けられて
いる。外周側係合部２５ａは、中間部材２５の外周端部をエンジン側に折り曲げて形成さ
れたものである。外周側係合部２５ａは、隣接する２つの外周側トーションスプリング２
２の間に配置されており、一方の外周側トーションスプリング２２の一端と他方の外周側
トーションスプリング２２の他端とに係合している。
【００４８】
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　複数の長孔２５ｂは、外周側係合部２５ａの内周側に、円周方向に所定の間隔で形成さ
れている。長孔２５ｂは、円周方向に長く、円弧状に形成されている。この長孔２５ｂを
、ストップピン３５が貫通している。したがって、ストップピン３５が長孔２５ｂの内部
で移動可能な範囲で、ドリブンプレート２３と中間部材２５とは相対回転が可能である。
言い換えれば、ストップピン３５が長孔２５ｂの端面に当接することによって、ドリブン
プレート２３と中間部材２５との相対回転が禁止される。
【００４９】
　複数の開口２５ｃは、長孔２５ｂのさらに内周側に、円周方向に所定の間隔で形成され
ている。この開口２５ｃに、内周側トーションスプリング２４が収容されている。開口２
５ｃの端面が、内周側トーションスプリング２４の端面に当接する内周側係合部となって
いる。
【００５０】
　［ストッパ機構］
　このロックアップ装置７は、ドライブプレート２１とドリブンプレート２３（具体的に
は第１プレート３２）との相対回転角度を規制するためのストッパ機構４０を有している
。ストッパ機構４０は、図３に拡大して示すように、ドライブプレート２１のスプリング
支持部２１ｃの一部に設けられた当接部２１ｄと、ドリブンプレート２３の第１プレート
３２の外周端に形成されたストッパ爪３２ｂと、を有している。当接部２１ｄとストッパ
爪３２ｂとは、径方向において重なる位置に形成されている。
【００５１】
　当接部２１ｄは、前述のように、スプリング支持部２１ｃの一部を内周側に折り曲げて
形成されたものである。当接部２１ｄは円周方向に所定の間隔で形成されている。したが
って、隣接する当接部２１ｄの間でストッパ爪３２ｂが移動可能な範囲で、ドライブプレ
ート２１とドリブンプレート２３との相対回転が可能である。言い換えれば、ストッパ爪
３２ｂが当接部２１ｄに当接することで、両者の相対回転が禁止される。
【００５２】
　［ダイナミックダンパ装置２６］
　ダイナミックダンパ装置２６は、ドリブンプレート２３を構成する第２プレート３３の
外周部に設けられている。図４に示すように、ダイナミックダンパ装置２６は、第１イナ
ーシャリング４１と、第２イナーシャリング４２と、複数のコイルスプリング（弾性部材
）４３と、を有している。
【００５３】
　第２プレート３３は、トルクコンバータ本体６の外周よりもさらに外周側に延びている
。また、第２プレート３３の外周部は、他の部分からトランスミッション側にオフセット
された平坦部３３ｂを有している。そして、この平坦部３３ｂには、円周方向に所定の間
隔で開口３３ｃが形成されている。
【００５４】
　第１イナーシャリング４１及び第２イナーシャリング４２は、第２プレート３３の平坦
部３３ｂを軸方向において挟むように、かつ第２プレート３３と相対回転自在に配置され
ている。第１イナーシャリング４１と第２イナーシャリング４２とは、図５に示すように
、開口３３ｃが形成されていない部分において、リベット４４によって互いに固定されて
いる。したがって、第１イナーシャリング４１と第２イナーシャリング４２とは、相対回
転不能で、かつ軸方向に相対移動不能である。
【００５５】
　第１イナーシャリング４１及び第２イナーシャリング４２は同じ形状である。具体的に
は、第１及び第２イナーシャリング４１，４２は、環状でかつプレート状に形成されてい
る。各イナーシャリング４１，４２は、図５に示すように、４つの大窓部４１ａ，４２ａ
と、２つの小窓部４１ｂ，４２ｂと、を有している。大窓部４１ａ，４２ａ及び小窓部４
１ｂ，４２ｂはそれぞれ回転軸を挟んで対向した位置に配置されている。
【００５６】
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　大窓部４１ａ，４２ａには、バネ長の比較的長い大コイルスプリング４３ａが収容され
ている。また、小窓部４１ｂ，４２ｂには、大コイルスプリング４３ａよりバネ長の短い
小コイルスプリング４３ｂが収容されている。大コイルスプリング４３ａ及び小コイルス
プリング４３ｂは、自由状態で円弧状に形成されたアークスプリングである。
【００５７】
　なお、各窓部４１ａ，４２ａ，４１ｂ，４２ｂの端面は、各コイルスプリング４３ａ，
４３ｂの端面が当接している。また、各窓部４１ａ，４２ａ，４１ｂ，４２ｂの外周縁及
び内周縁は、軸方向外側に切り起こされている。この切り起こし部によって、内部に収容
された大コイルスプリング４３ａ及び小コイルスプリング４３ｂの径方向及び軸方向の移
動が規制されている。
【００５８】
　図４から明らかなように、コイルスプリング４３は、トルクコンバータ本体６のトーラ
スの中心Ｃより外周側に配置されている。また、コイルスプリング４３は、軸方向におい
てトーラスと重なる位置に配置されている。
【００５９】
　［動作］
　ロックアップ装置７が作動していないクラッチオフ状態では、エンジンからのトルクは
フロントカバー２からインペラ３に伝達される。インペラ３のインペラブレード３ｂによ
り駆動された作動油は、タービン４を回転させる。このタービン４のトルクはタービンハ
ブ１３を介して図示しないトランスミッションの入力シャフトに伝達される。
【００６０】
　車両の速度が所定の速度以上になると、ピストン２０がフロントカバー２側に移動させ
られ、摩擦材２８がフロントカバー２の摩擦面に押し付けられる。これによりクラッチオ
ン状態になり、フロントカバー２のトルクは、ピストン２０からドライブプレート２１を
介して外周側トーションスプリング２２に伝達される。外周側トーションスプリング２２
に伝達されたトルクは、中間部材２５を介して内周側トーションスプリング２４に伝達さ
れる。内周側トーションスプリング２４に伝達されたトルクは、ドリブンプレート２３を
介してタービンハブ１３に伝達される。
【００６１】
　［ダイナミックダンパ装置２６の動作］
　ドリブンプレート２３の回転によって、ダイナミックダンパ装置２６が作動し、このダ
イナミックダンパ装置２６の作用によってエンジンの回転速度変動が抑制される。すなわ
ち、ドリブンプレート２３の第２プレート３３の回転と、第１及び第２イナーシャリング
４１，４２の回転とは、コイルスプリング４３の作用によって位相にズレが生じる。具体
的には、所定のエンジン回転数において、第１及び第２イナーシャリング４１，４２は、
第２プレート３３を含むドリブンプレート２３の回転速度変動を打ち消す位相で変動する
。この位相のズレによって、トランスミッションの回転速度変動を吸収することができる
。
【００６２】
　ここで、ダイナミックダンパ装置２６のコイルスプリング４３はアークスプリングであ
る。このため、ダイナミックダンパ装置２６においては、比較的大きいヒステリシストル
クが発生する。したがって、ダイナミックダンパ装置による共振ピークを、より抑えるこ
とができる。
【００６３】
　［他の実施形態］
　本発明は以上のような実施形態に限定されるものではなく、本発明の範囲を逸脱するこ
となく種々の変形又は修正が可能である。
【００６４】
　（ａ）前記実施形態では、外周側トーションスプリング及び内周側トーションスプリン
グの両方をアークスプリングとしたが、これらのトーションスプリングは、特にアークス
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【００６５】
　（ｂ）前記実施形態では、外周側トーションスプリング及び内周側トーションスプリン
グの両方が設けられた場合について説明したが、いずれか一方のみが設けられている場合
にも、本発明を同様に適用できる。
【００６６】
　（ｃ）前記実施形態では、ピストンのフロントカバー側の面に摩擦部材を設けたが、複
数の摩擦部材からなるクラッチ部を設け、このクラッチ部を介してフロントカバーからト
ーションスプリングにトルクを伝達する装置にも、本発明を同様に適用できる。
【符号の説明】
【００６７】
　１　トルクコンバータ
　２　フロントカバー
　３　インペラ
　４　タービン
　７　ロックアップ装置
　２０　ピストン
　２１　ドライブプレート
　２２　外周側トーションスプリング
　２３　ドリブンプレート
　２５　中間部材
　２６　ダイナミックダンパ装置
　２８　摩擦部材
　３２　第１プレート
　３３　第２プレート
　４１　第１イナーシャリング
　４２　第２イナーシャリング
　４３　コイルスプリング

【要約】
【課題】簡単な構成で、かつ製造コストを抑えることができるダイナミックダンパ装置を
提供する。
【解決手段】このロックアップ装置７は、クラッチ部と、中間部材２５と、ドリブンプレ
ート２３と、ダンパ部と、ダイナミックダンパ装置２６と、を備えている。クラッチ部は
フロントカバー２からトルクが入力される。中間部材２５はクラッチ部からトルクが入力
される。ドリブンプレート２３は、中間部材２５と相対回転自在であり、タービンハブ１
３に連結されている。ダンパ部は、中間部材２５とドリブンプレート２３とを回転方向に
弾性的に連結する。ダイナミックダンパ装置２６は、ドリブンプレート２３の外周部に設
けられ、回転速度変動を減衰する。
【選択図】図１



(11) JP 5828030 B1 2015.12.2

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(12) JP 5828030 B1 2015.12.2

【図５】



(13) JP 5828030 B1 2015.12.2

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２０１３－２５６９６３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－２０７７７７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－０８７８５６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１４－１４５４８４（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２０１１／０２８７８４４（ＵＳ，Ａ１）　　

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


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	abstract
	drawings
	overflow

