
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

。
【請求項２】
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摩擦クラッチを断接するスレーブシリンダと、該スレーブシリンダの作動機構としての
オート操作用油圧供給機構およびマニュアル操作用油圧供給機構と、該オート操作用油圧
供給機構および該マニュアル操作用油圧供給機構との間に配設される切替シリンダとを具
備する自動車のクラッチ装置において、
該切替シリンダは、シリンダ本体と、該シリンダ本体内に摺動可能に配設された第１のピ
ストンおよび第２のピストンとを備え、
該第１のピストンと該シリンダ本体とによって形成された第１の油室が該スレーブシリン
ダと接続され、該第２のピストンと該シリンダ本体とによって形成された第２の油室が該
マニュアル操作用油圧供給機構と接続され、かつ、該第１のピストンおよび該第２のピス
トンと該シリンダ本体とによって形成された第３の油室が該オート操作用油圧供給機構と
接続され、
該オート操作用油圧供給機構または該マニュアル操作用油圧供給機構によって該切替シリ
ンダを選択的に作動し、該第１のピストンを移動させて該第１の油室の作動油を該スレー
ブシリンダ内に供給するよう構成されており、さらに、
該切替シリンダは、該第１のピストンが所定量移動すると該第３の油室を開放する油圧開
放手段を備えている、
ことを特徴とする自動車のクラッチ装置



　 油圧開放手段は、該第１のピストンに形成され該第３の油室と該オート操作用油圧供
給機構の油タンク側とを連通する穴と、該穴に配設され該穴の連通を遮断するとともに該
第１のピストンが所定量 すると該穴を連通せしめる弁機構とからなる、
請求項１記載の自動車のクラッチ装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、自動車のクラッチ装置、更に詳しくはオート（自動）操作およびマニュアル
（手動）操作が可能な自動車のクラッチ装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　エンジンの動力を摩擦クラッチを介して変速機に伝達するように構成した自動車におい
て、変速機を運転状態（車速、アクセル開度、エンジン回転速度等）に応じて自動変速す
る所謂自動変速機を搭載した自動車が実用化されている。このような自動変速機を搭載し
た自動車においては、変速機の変速制御に対応してクラッチを自動的に断接操作する必要
があり、オートクラッチが装備されている。また、変速機はマニュアル（手動）で操作し
、発進および変速操作に応じてクラッチを自動的に断接操作するオートクラッチを搭載し
た自動車も実用化されている。
【０００３】
　このように運転状態に応じて断接操作を自動的に行うオートクラッチを搭載した自動車
においは、変速時における摩擦クラッチの断接制御を円滑に行うことはできるが、障害物
乗り越え発進や極急坂発進または雪道発進等の特殊条件下での発進には摩擦クラッチの断
接制御が対応できず運転者の意図する通りに発進できない場合もある。このような問題を
解決するために、上記特殊条件下での発進にはマニュアル（手動）での操作を可能に構成
したオートクラッチも実用化されている。 オート操作（自動）およびマニュア
ル操作（手動）を可能にした自動車のクラッチ装置は、摩擦クラッチを断接するスレーブ
シリンダと、該スレーブシリンダの作動機構としてのオート操作用油圧供給機構およびマ
ニュアル操作用油圧供給機構と、スレーブシリンダとオート操作用油圧供給機構およびマ
ニュアル操作用油圧供給機構との間に配設されスレーブシリンダへの油圧の供給をオート
操作用油圧供給機構またはマニュアル操作用油圧供給機構に切り換える切替え弁とを具備
している。
【０００４】
　上述したオート操作およびマニュアル操作を可能とした自動車のクラッチ装置は、上記
スレーブシリンダに作動油が供給されて摩擦クラッチが断されている状態でオート操作用
油圧供給機構とマニュアル操作用油圧供給機構との切り換えが行われると、両油圧供給機
構間に作動油の行き来が生じ、一方の作動油量が増加し他方の作動油量が減少するという
問題がある。このようなオート操作用油圧供給機構とマニュアル操作用油圧供給機構中の
作動油量のアンバランスの発生を防止するための提案が特開平９ー２６９０２１号公報に
開示されている。
【０００５】
　上記特開平９ー２６９０２１号公報に クラッチ装置は、摩擦クラッチを断接
するスレーブシリンダとオート操作用油圧供給機構およびマニュアル操作用油圧供給機構
との間にいずれかの機構によって作動せしめられる切替シリンダを配設したものである。
この切替シリンダは、シリンダ本体と、該シリンダ本体内に摺動可能に配設された第１の
ピストンおよび第２のピストンを具備しており、第１のピストンとシリンダ本体とによっ
て形成される油室がスレーブシリンダに接続され、第２のピストンとシリンダ本体とによ
って 油室がマニュアル操作用油圧供給機構に接続され、また第１のピストンお
よび第２のピストンとシリンダ本体とによって 油室がオート操作用油圧供給機
構に接続されている。そして、上記オート操作用油圧供給機構には、オート操作用油圧供
給機構を作動してクラッチを断した状態で故障した場合に、マニュアル操作用油圧供給機
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構に切り換えて車両の走行を可能にするため、および油圧モータを駆動する電動モータが
作動し続けた 、所定圧力で開放する
リリーフ弁が配設されている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
　而して、上記特開平９ー２６９０２１号公報に開示されたクラッチ装置においては、上
記リリーフ弁の開弁圧の設定が難しい。即ち、オート操作用油圧供給機構の故障時にマニ
ュアル操作用油圧供給機構を作動して車両を走行する場合、クラッチペダルを踏んで上記
第１のピストンおよび第２のピストンとシリンダ本体とによって 油室に供給さ
れている作動油を上記リリーフ弁を開弁して排出する必要がある。このときリリーフ弁の
開弁圧が高いと、クラッチペダルを作動するために大きな踏力が必要となる。また、リリ
ーフ弁の開弁圧を高く設定すると、リリーフ時における油圧モータを駆動する電動モータ
の負荷が大きくなり、熱が発生する等の問題が生ずる。このような不具合を解消するため
に、リリーフ弁の開弁圧を低く設定すると、クラッチフェーシングの摩耗によりクラッチ
を断操作するときの負荷が増大した場合、クラッチが断する油圧に達する前にリリーフ弁
が開弁して、クラッチを切ることができないという問題が発生する。従ってリリーフ弁の
開弁圧は、安全上故障時のクラッチペダルの踏力および電動モータの負荷を犠牲にして、
クラッチを断操作するときの負荷が増大した場合でもクラッチが断することができる開弁
圧に設定しているのが現状である。
【０００７】
　本発明は上記事実に鑑みてなされたもので、その主たる技術的課題は、故障時において
もクラッチペダルの踏力が増大することなく、また、クラッチフェーシングの摩耗により
クラッチを断操作するときの負荷が増大した場合でも確実にクラッチを断することができ
る自動車のクラッチ装置を提供することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　本発明によれば、上記主たる技術的課題を解決するために、

ことを特徴とする自動車のクラッチ装置が提供される。
【０００９】
　上記油圧開放手段は、上記第１のピストンに軸方向に貫通して形成され該第３の油室と
該オート操作用油圧供給機構の油タンク側とを連通する穴と、該穴に配設され該穴の連通
を遮断するとともに第１のピストンが所定量作動すると該穴を連通せしめる弁機構とから

。
【００１０】
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場合に、油圧回路内の圧力の異常上昇を防止するため

形成された

「摩擦クラッチを断接するスレーブシリンダと、該スレーブシリンダの作動機構としての
オート操作用油圧供給機構およびマニュアル操作用油圧供給機構と、該オート操作用油圧
供給機構および該マニュアル操作用油圧供給機構との間に配設される切替シリンダとを具
備する自動車のクラッチ装置において、
該切替シリンダは、シリンダ本体と、該シリンダ本体内に摺動可能に配設された第１のピ
ストンおよび第２のピストンとを備え、
該第１のピストンと該シリンダ本体とによって形成された第１の油室が該スレーブシリン
ダと接続され、該第２のピストンと該シリンダ本体とによって形成された第２の油室が該
マニュアル操作用油圧供給機構と接続され、かつ、該第１のピストンおよび該第２のピス
トンと該シリンダ本体とによって形成された第３の油室が該オート操作用油圧供給機構と
接続され、
該オート操作用油圧供給機構または該マニュアル操作用油圧供給機構によって該切替シリ
ンダを選択的に作動し、該第１のピストンを移動させて該第１の油室の作動油を該スレー
ブシリンダ内に供給するよう構成されており、さらに、
該切替シリンダは、該第１のピストンが所定量移動すると該第３の油室を開放する油圧開
放手段を備えている」

構成することができる



【発明の実施の形態】
　以下、本発明に従って構成された自動車のクラッチ装置の好適実施形態を図示している
添付図面を参照して、更に詳細に説明する。
【００１１】
　図１には本発明に従って構成された自動車のクラッチ装置の一実施形態が示されている
。図示の実施形態におけるクラッチ装置は、摩擦クラッチ２を断接するスレーブシリンダ
３と、該スレーブシリンダ３の作動機構としてのオート操作用油圧供給機構４およびマニ
ュアル操作用油圧供給機構５と、スレーブシリンダ３とオート操作用油圧供給機構４およ
びマニュアル操作用油圧供給機構５との間に配設された切替シリンダ６を具備している。
摩擦クラッチ２は、変速機の入力軸上に配設されたクラッチドリブンプレート２１と、該
クラッチドリブンプレート２１を図示しないエンジンのフライホイール２２に押圧する

２３と、該 ２３をレリーズベアリング２４を介して
作動せしめるクラッチレリーズフォーク２５を 。このように構成された摩擦ク
ラッチ２は、上記オート操作用油圧供給機構４およびマニュアル操作用油圧供給機構５の
非作動時には、図示しないクラッチばねのばね力によって ２３が図１
において左方に押圧されて、クラッチドリブンプレート２１のクラッチフェイシング２１
１をフライホイール２２に摩擦係合して接状態に維持されている。また、上記オート操作
用油圧供給機構４またはマニュアル操作用油圧供給機構５が作動されると、クラッチレリ
ーズフォーク２５が中間部を支点２５ａとして図１において時計方向に作動せしめられ、

２３が図１において右方に移動してクラッチドリブンプレート２１の
クラッチフェイシング２１１とフライホイール２２との摩擦係合を 、摩擦クラッチ
２が断される。
【００１２】
　上記スレーブシリンダ３は、シリンダ本体３１と、該シリンダ本体３１内に摺動可能に
配設されたピストン３２と、該ピストン３２に連結されたピストンロッド３３とからなっ
ており、ピストンロッド３３の先端が上記クラッチレリーズフォーク２５の図１において
上端部と係合している。このように構成されたスレーブシリンダ３は、油圧室３４に作動
油が供給されるとピストン３２が図１において右方に移動して、上記クラッチレリーズフ
ォーク２５を中間部を支点２５ａとして図において時計方向に作動せしめる。
【００１３】
　次に、上記オート操作用油圧供給機構４について説明する。図示の実施形態におけるオ
ート操作用油圧供給機構４は、駆動源としての電動モータ４１によって回転駆動される油
圧ポンプ４２を具備している。油圧ポンプ４２は、吸い込み側が配管４０１によって油タ
ンク４３に接続されている。この油圧ポンプ４２から吐出された作動油は、配管４０２、
逆止弁４４および配管４０３を介して切替シリンダ６の後述する第３の油室に送られる。
この配管４０３と上記油タンク４３に接続された配管４０４とは配管４０５および４０６
によって接続されており、この配管４０５および４０６にはそれぞれ電磁弁４５ａおよび
４５ｂが配設されている。また、上記配管４０４には配管４０７の一端が接続されており
、該配管４０７の他端は切替シリンダ６の後述する第１の油室に接続されている。
【００１４】
　上記マニュアル操作用油圧供給機構５は、図示の実施形態においてはクラッチペダル５
１と、該クラッチペダル５１によって作動せしめられるクラッチマスターシリンダ５２と
からなっている。このクラッチマスターシリンダ５２の油圧室５２１は、配管５０を介し
て切替シリンダ６の後述する第２の油室に接続されている。
【００１５】
　次に、切替シリンダ６について説明する。図示の実施形態における切替シリンダ６は、
シリンダ本体６１と、該シリンダ本体６１内に摺動可能に配設された第１のピストン６２
および第２のピストン６３とを具備している。第１のピストン６２は、前ピストン６２１
と、後ピストン６２２と、前ピストン６２１と後ピストン６２２とを接続する接続部６２
３とからなる２連形状に構成されている。この第１のピストン６２の前ピストン６２１の
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前端（図１において右端）には中心部に径の小さい突出部６２３が設けられており、また
後ピストン６２２の後端（図１において左端）には中心部に径の小さい突出部６２４が設
けられている。上記第２のピストン６３には、その前端（図１において右端）中心部に径
の小さい突出部６３１が設けられているとともに、その後端（図１において左端）中心部
に径の小さい突出部６３２が設けられている。このように構成された第１のピストン６２
および第２のピストン６３を配設したシリンダ本体６１には、第１のピストン６２とシリ
ンダ本体６１の図において右端壁６１１とによって第１の油室６０１が形成され、第２の
ピストン６３とシリンダ本体６１の図において左端に装着されたプラグ６４とによって第
２の油室６０２が形成され、第１のピストン６２および第２の シリンダ本
体６１とによって第３の油室６０３が形成されている。また、上記第１のピストン６２の
接続部６２３とシリンダ本体６１とによって溢流室６０４が形成されている。
【００１６】
　上記第１の油室６０１には圧縮コイルばね６５が配設されており、この圧縮コイルばね
６５は第１のピストン６２および第２のピストン６３を常に図において左方に移動すべく
付勢している。圧縮コイルばね６５によって左方に移動すべく付勢されている第１のピス
トン６２および第２のピストン６３は、非作動時には第２のピストン６３が上記プラグ６
４に当接した状態に維持されている。なお、上記第１の油室６０１における第１のピスト
ン６２が図１に示す非作動時の容積は、上記クラッチマスターシリンダ５２におけるクラ
ッチペダル５１のフルストローク時の容積と等しく構成されている。
【００１７】
　上記シリンダ本体６１の右端壁６１１には第１の油室６０１と連通する送出口６１２が
設けられており、この送出口６１２は配管３０を介して上記スレーブシリンダ３の油圧室
３４に接続されている。また、シリンダ本体６１には、第１のピストン６２が図１に示す
非作動状態で上記第１の油室６０１と連通する戻り油口６１３と、上記第２の油室６０２
と連通するマニュアル操作用作動油入口６１４、および上記第３の油室６０３と連通する
オート操作用作動油入口６１５が設けられている。更に、シリンダ本体６１には、上記溢
流室６０４と連通する溢流口６１６が設けられている。このようにシリンダ本体６１に設
けられた戻り油口６１３および溢流口６１６は上記配管４０７に接続され、マニュアル操
作用作動油入口６１４は上記配管５０に接続され、オート操作用作動油入口６１５は上記
配管４０３に接続されている。
【００１８】
　以上のように構成された切替シリンダ６は、上記第１のピストン６２が図１に示す非作
動状態から所定量右方に移動したとき上記第３の油室６０３を開放する油圧開放手段６６
を備えている。この油圧開放手段６６について、図２をも参照して説明する。図示の実施
形態における油圧開放手段６６は、第１のピストン６２に組み込まれて構成されている。
第１のピストン６２には軸方向に貫通して形成された穴６６０が設けられている。この穴
６６０は後ピストン６２２の後端（図において左端）から接続部６２３の中間部にかけて
形成された第１の穴６６１と、該第１の穴６６１と連続して形成され前ピストン６２１の
前端（図において右端）に達する第１の穴６６１よりも径が小さい第２の穴６６２とから
なっており、第１の穴６６１と第２の穴６６２との接続部に弁座６６３が形成されている
。そして、第２の穴６６２が接続部６２３に に形成された連通孔６６４に
よって上記溢流室６０４に連通せしめられている。上記第１の穴６６１には弁座６６３に
着座するボール弁６６５が配設されているとともに、該ボール弁６６５と後ピストン６２
２の後端部（図において左端部）に設けられたばね受け６６６との間に圧縮コイルばね６
６７が配設されており、ボール弁６６５は圧縮コイルばね６６７にばね力によって常に弁
座６６３に 付勢されている。また、上記第２の穴６６２には、ボール弁６６５
を作動するためのプッシュロッド６６８が軸方向に摺動可能に配設されている。このプッ
シュロッド６６８は図において左端部が小径に形成されており、図において右端部が前ピ
ストン６２１の前端（図において右端）より突出して配設されている。これらボール弁６
６５と圧縮コイルばね６６７およびプッシュロッド６６８は、第１のピストン６２が図１
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の状態から所定量図において右方に移動すると第１の穴６６１と第２の穴６６２を連通す
る弁機構を構成している。なお、前ピストン６２１の前端に設けられた突出部６２３の先
端には、上記プッシュロッド６６８を覆うシールブーツ６６９が装着されている。
【００１９】
　以上のように構成された油圧開放手段６６は、切替シリンダ６の非作動時には図１に示
すように圧縮コイルばね６６７のばね力によってボール弁６６５が弁座６６３に着座せし
められて、第３の油室６０３と溢流室６０４との連通を遮断している。図１に示す状態か
ら第３の油室６０３に作動油が供給され、第１のピストン６２が図において右方に所定量
移動すると、前ピストン６２１の されたシールブーツ６６９がシリンダ本体６
１の右端壁６１１に当接して、プッシュロッド６６８を相対的に左方に移動する。この結
果、図２に示すようにボール弁６６５が圧縮コイル ばね力に抗して図におい
て左方に押されて弁座６６３から離れ、第３の油室６０３が第１の穴６６１および連通孔
６６４を通して連通されて開放される。なお、図示の実施形態においては、ボール弁６６
５と 別体で構成した例を示したが、弁とプッシュロッドを一体的
に構成してもよい。
【００２０】
　図示の実施形態における自動車のクラッチ装置は以上のように構成されており、以下そ
の作用について説明する。
　オート操作用油圧供給機構４およびマニュアル操作用油圧供給機構５が作動しない非作
動時においては、切替シリンダ６の第１のピストン６２および第２のピストン６３は図１
に示す状態に位置付けられており、このとき第１の油室６０１と戻り油口６１３が連通し
、スレーブシリンダ３における油圧室３４の油圧は開放されている。従って、摩擦クラッ
チ２は接状態が維持されている。
　図１の状態からマニュアル操作に切り換え、クラッチペダル５１を踏み込むと、クラッ
チマスターシリンダ５２から作動油が配管５０を介して切替シリンダ６の第２の油室６０
２に流入する。この結果、第２のピストン６３および第１のピストン６２が圧縮コイルば
ね６５のばね力に抗して図１において右方に移動し、第１のピストン６２が右方に移動す
ることにより戻り油口６１３と第１の油室６０１との連通が遮断されるため、第１の油室
６０１の作動油が加圧される。これにより第１の油室６０１の作動油が配管３０を介して
スレーブシリンダ３の油圧室３４に送られ、ピストン３２が図１において右方に移動して
上述したように摩擦クラッチ２を断する。そして、第１のピストン６２の前ピストン６２
１に設けられた突出部６２３に装着されたシールブーツ６６９がシリンダ本体６１の右端
壁６１１に当接するまで所定量移動することにより、摩擦クラッチ２を完全に断とするこ
とができる。ここでクラッチペダル５１を開放すると、摩擦クラッチ２の図示しないクラ
ッチばねのばね力によってスレーブシリンダ３のピストン３２が図において左方に移動せ
しめられて摩擦クラッチ２が接となる。なお、スレーブシリンダ３のピストン３２が図１
において左方に移動することにより、油圧室３４に供給されていた作動油は配管３０を介
して切替シリンダ６の第１の油室６０１に流入して第１のピストン６２および第２のピス
トン６３は図１において左方に移動せしめられる。そして、第１のピストン６２および第
２のピストン６３が図１の非作動位置に達すると、戻り油口６１３が第１の油室６０１と
連通して油圧が開放され、摩擦クラッチ２が完全に接となる。
【００２１】
　次に、図１の非作動状態からオート操作に切り換え、図示しない制御手段からの制御信
号によって電動モータ４１が駆動され油圧ポンプ４２が作動すると、油圧ポンプ４２から
吐出された作動油は配管４０２、逆止弁４４および配管４０３を介して切替シリンダ６の
第３の油室６０３に送られる。なお、このとき は閉じている。
切替シリンダ６の第３の油室６０３に作動油が流入すると、第１のピストン６２が圧縮コ
イルばね６５のばね力に抗して図１において右方に上記突出部６２３に装着されたシール
ブーツ６６９がシリンダ本体６１の右端壁６１１に当接するまで所定量移動せしめられ、
上述したように摩擦クラッチ２を断する。このとき、上述したように油圧開放手段６６の
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プッシュロッド６６８が相対的に左方に移動してボール弁６６５を圧縮コイルばね６６７
にばね力に抗して図において左方に押し、この結果第３の油室６０３が第１の穴６６１お
よび連通孔６６４を通して連通されて開放される。このようにして摩擦クラッチ２を断し
た状態から接続するには、図示しない制御手段からの制御信号によって電動モータ４１を
停止するとともに、 を開閉制御することにより第３の油室６０
３の作動油が を介して配管４０４から油タンク４３に戻される
。従って、第１のピストン６２が圧縮コイルばね６５のばね力によって図１において左方
に移動するため、上述したように摩擦クラッチ２の図示しないクラッチばねのばね力によ
ってスレーブシリンダ３のピストン３２が図１において左方に移動せしめられて摩擦クラ
ッチ２が接となる。
【００２２】
　上述したオート操作用油圧供給機構４によるクラッチの断操作においては、第１のピス
トン６２が所定量移動するまでは第３の油室６０３は開放されないので、クラッチフェイ
シング２１１の摩耗によりクラッチを断操作するときの負荷が増大した場合でも確実にク
ラッチを切ることができる。クラッチが完全に断された後は、上記のように第３の油室６
０３が開放されるので、油圧ポンプ４２を駆動する電動モータ４１が作動し続けても油圧
ポンプ４２の負荷が小さいため、電動モータ４１が熱を発することはない。
【００２３】
　また、上述したオート操作用油圧供給機構４によるクラッチの断操作において、クラッ
チを断した図２に示す状態で故障した場合には、マニュアルに切り換えマニュアル操作用
油圧供給機構５のクラッチペダル５１を踏み込んでクラッチマスターシリンダ５２を作動
し、作動油を配管５０を介して切替シリンダ６の第２の油室６０２に流入せしめて第２の
ピストン６３を図において右方に移動することにより第３の油室６０３内の作動油を排出
する必要がある。このとき、第３の油室６０３は図２に示すように油圧開放手段６６によ
って開放されているので、第２のピストン６３が図において右方へ移動することにより、
第３の油室６０３内の作動油は第１の穴６６１、連通孔６６４、溢流室６０４、溢流口６
１６、配管４０７および配管４０４を介して油タンク４３に戻される。従って、従来のよ
うに第３の油室６０３内の作動油を排出するために油圧回路に配設されたリリーフ弁を開
弁する必要がないので、クラッチペダル５１の踏力が軽減される。
【００２４】
　次に、上記第１のピストン６２の前ピストン６２１に設けられた突出部６２３に配設さ
れるシール手段の他の実施形態を図３を参照して説明する。
　上記第１のピストン６２に形成された第２の穴６６２における突出部６２３側の内周面
には、中央に穴を備えたオイルシール７０が装着されている。一方、上記第２の穴６６２
に摺動可能に配設されたプッシュロッド６６８の図において右端部は小径に形成され、こ
の小径部６６８ａが上記オイルシール７０の中央に形成された穴に摺動可能に嵌合される
。図３に示すシール手段においては、上記図１および図２のシールブーツ６６９に比して
コンパクトに構成することができる。
【００２５】
【発明の効果】
　本発明による自動車のクラッチ装置は以上のように構成されているので、以下に述べる
作用効果を奏する。
【００２６】
　即ち、摩擦クラッチを断接するスレーブシリンダとオート操作用油圧供給機構およびマ
ニュアル操作用油圧供給機構との間に配設された切替シリンダの第１のピストンが所定量

すると該第３の油室を開放する油圧開放手段を備えたので、オート操作用油圧供給機
構によるクラッチの断操作においては、第１のピストンが所定量移動するまでは第３の油
室は開放されないので、クラッチフェイシングの摩耗によりクラッチを断操作するときの
負荷が増大した場合でも確実にクラッチを切ることができる。クラッチが完全に断された
後は、第３の油室が開放されるので、油圧ポンプを駆動する電動モータが作動し続けても
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油圧ポンプの負荷が小さいため、電動モータが熱を発することはない。また、オート操作
用油圧供給機構によってクラッチを断した状態で故障した場合にマニュアル操作用油圧供
給機構に切り換えた

排出する際にクラッチペダルの踏力を軽減す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に従って構成された自動車のクラッチ装置の一実施形態を示す油圧回路
図。
【図２】　図１に示す自動車のクラッチ装置に装備された切替シリンダの作動状態を示す
断面図。
【図３】　切替シリンダの他の 示す要部断面図。
【符号の説明】
　　　２：摩擦クラッチ２
　　２１：クラッチドリブンプレート
　２１１：クラッチフェイシング
　　２３：プレーッシャプレート
　　２４：レリーズベアリング
　　２５：クラッチレリーズフォーク
　　　３：スレーブシリンダ
　　　４：オート操作用油圧供給機構
　　４１：電動モータ
　　４２：油圧ポンプ
　　４３：油タンク
　　４４：逆止弁
　　４５ａ、４５ｂ：電磁弁
　　　５：マニュアル操作用油圧供給機構
　　５１：クラッチペダル
　　５２：クラッチマスターシリンダ
　　　６：切替シリンダ
　　６１：シリンダ本体
　　６２：第１のピストン
　　６３：第２のピストン
　　６５：圧縮コイルばね
　　６６：油圧開放手段
　６６５：ボール弁
　６６７：圧縮コイルばね
　６６８：プッシュロッド
　６６９：シールブーツ
　　７０：オイルシール
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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